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04037 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時55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

47 ヴァガボンド 牡3栗 56 岩田 望来 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 460＋ 21：12．8 1．7�

510 ウォーターパフィン 牝3鹿 54
53 ☆森 裕太朗山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 484＋ 21：14．410 85．0�

36 ゴールデンプルーフ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 478± 01：14．5クビ 3．3�
816 サンライズアポロン 牡3黒鹿56 幸 英明松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 494± 0 〃 ハナ 6．3�
714 ペプチドモナ 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 416± 0 〃 クビ 54．4	
612 タマモキラキラボシ 牝3鹿 54 荻野 極タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 432－ 41：14．71� 95．6

611 タガノアクトリス 牝3青鹿54 城戸 義政八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 21：14．8� 39．6�
59 アメイジングライフ 牝3栗 54 北村 友一�タイヘイ牧場 音無 秀孝 新ひだか タイヘイ牧場 434－ 61：15．22� 15．7�
23 ナリタサフラン 牝3黒鹿54 国分 恭介�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 424＋ 41：15．41� 293．0
35 ク ム リ ポ 牡3鹿 56 太宰 啓介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 466－ 41：15．71� 29．7�
713 リュウールドレ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新 �ローレルレーシング 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 406＋ 61：15．8� 31．3�
815 シゲルセキニンシャ 牡3鹿 56 国分 優作森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 大栄牧場 482± 01：16．01� 340．2�
12 メイショウコエダ 牝3栗 54 古川 吉洋松本 和子氏 木原 一良 浦河 日の出牧場 452－ 21：16．95 280．2�
24 クリノハーヴィー 牡3鹿 56 加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 若林 順一 468－ 21：17．64 171．3�
11 アサリチャン 牝3青鹿54 川須 栄彦大田 恭充氏 浜田多実雄 新冠 中山 高鹿康 450± 0 〃 ハナ 119．5�
48 コジートゥインクル 牡3黒鹿56 �島 良太齊藤 直信氏 谷 潔 新冠 新冠橋本牧場 494－ 61：18．55 329．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，410，000円 複勝： 37，339，800円 枠連： 9，499，900円
馬連： 45，002，200円 馬単： 23，670，000円 ワイド： 37，028，000円
3連複： 80，200，100円 3連単： 106，100，800円 計： 365，250，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 810円 � 120円 枠 連（4－5） 1，290円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 9，180円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 170円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 29，130円

票 数

単勝票数 計 264100 的中 � 121284（1番人気）
複勝票数 計 373398 的中 � 142981（1番人気）� 4910（10番人気）� 89414（2番人気）
枠連票数 計 94999 的中 （4－5） 5664（4番人気）
馬連票数 計 450022 的中 �� 5136（17番人気）
馬単票数 計 236700 的中 �� 1933（24番人気）
ワイド票数 計 370280 的中 �� 5799（17番人気）�� 76111（1番人気）�� 5444（19番人気）
3連複票数 計 802001 的中 ��� 13139（13番人気）
3連単票数 計1061008 的中 ��� 2640（79番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―36．1―48．4―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァガボンド �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．9．26 中京2着

2018．4．24生 牡3栗 母 カプリースレディー 母母 フェアリージェム 3戦1勝 賞金 8，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウコエダ号・クリノハーヴィー号・コジートゥインクル号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和3年3月21日まで平地競走に出走できない。
アサリチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21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〕 シゲルセキニンシャ号・クリノハーヴィー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月21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 クリオシタース号・ドナリノ号・ネイチャーラブリー号

04038 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25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

612� ヴォワドアンジェ 牝3黒鹿54 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 454± 01：55．2 1．4�

36 ア ナ ゴ サ ン 牡3栗 56 古川 吉洋内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 462－ 21：56．15 85．9�
23 � ア ク イ ー ル 牝3栗 54

53 ☆富田 暁�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 458＋ 21：56．84 24．6�

59 サンデイビス 牡3芦 56 中井 裕二 �加藤ステーブル 小野 次郎 日高 株式会社
ケイズ 492－101：57．65 32．5�

815 フォルテベローチェ 牡3芦 56 藤井勘一郎山口 敦広氏 清水 久詞 新冠 山岡ファーム 492± 0 〃 ハナ 12．0�
47 インワンシティング 牡3鹿 56 岩田 望来�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 442－ 2 〃 クビ 6．6	
11 � コスモシェルパ 牡3鹿 56 柴田 未崎 
ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor

e Farm 444± 01：58．23� 36．1�
816 コニャックダイヤ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 藤沢牧場 438－ 6 〃 クビ 214．3�
611 ジュンストーム 牡3黒鹿56 幸 英明河合 純二氏 高柳 大輔 新冠 マリオステー

ブル B472＋ 11：58．51� 18．6
510 ワンダーウォール 牡3栗 56 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：58．81� 283．6�
48 ヤ ク モ 牡3黒鹿56 城戸 義政
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 476－ 8 〃 クビ 470．2�
12 マイネルエニグマ 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 21：59．01� 11．9�
714 アルドゥマン 牡3栗 56 野中悠太郎上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 434－ 21：59．74 149．9�
713 ライヴキャンディー 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗澤田 孝之氏 渡辺 薫彦 新ひだか 桜井牧場 404＋ 41：59．8� 90．2�
35 テイエムアクション 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 奥山 博 504＋102：00．65 135．6�
24 アイヲシルジパング 牡3青鹿56 荻野 極石川美代子氏 田中 清隆 新ひだか 原 フアーム 506＋ 62：01．13 30．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，273，200円 複勝： 133，091，000円 枠連： 10，186，200円
馬連： 45，282，100円 馬単： 32，851，200円 ワイド： 44，046，600円
3連複： 73，783，500円 3連単： 114，507，800円 計： 485，021，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 1，000円 � 310円 枠 連（3－6） 2，910円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 570円 �� 11，440円

3 連 複 ��� 16，850円 3 連 単 ��� 58，910円

票 数

単勝票数 計 312732 的中 � 175104（1番人気）
複勝票数 計1330910 的中 � 1050286（1番人気）� 7076（11番人気）� 27592（6番人気）
枠連票数 計 101862 的中 （3－6） 2704（9番人気）
馬連票数 計 452821 的中 �� 8660（10番人気）
馬単票数 計 328512 的中 �� 4698（16番人気）
ワイド票数 計 440466 的中 �� 6724（16番人気）�� 21412（5番人気）�� 935（56番人気）
3連複票数 計 737835 的中 ��� 3283（43番人気）
3連単票数 計1145078 的中 ��� 1409（155番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―14．0―12．8―12．6―12．8―12．6―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―38．8―51．6―1：04．2―1：17．0―1：29．6―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―3F38．2
1
3
3，12（2，14）（5，7，9）（1，16）4－11，8，15，13－6－10
3（12，9）（2，14，16）（1，7）－（4，11）（5，15，6）8－13－10

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

勝馬の
紹 介

�ヴォワドアンジェ �
�
父 Curlin �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2020．6．28 東京7着

2018．2．26生 牝3黒鹿 母 Love and Pride 母母 Ile de France 7戦1勝 賞金 13，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイヲシルジパング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月21日まで平地

競走に出走できない。
テイエムアクション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21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〕 ヤクモ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月21日まで平地競走に出走できない。

第１回 阪神競馬 第４日



04039 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走10時55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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

12 スカーレットスカイ 牝3栗 54 国分 恭介ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 61：25．6 6．6�

59 トーホウジュナール 牝3青鹿54 岩田 望来東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 454－ 21：26．34 18．2�
714 レイワプリンセス 牝3栗 54 柴山 雄一菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 490－ 21：26．4クビ 68．4�
35 コ ウ バ コ 牝3栗 54 幸 英明�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 464＋ 21：26．5� 14．5�
24 フクノシーサー 牝3栗 54 川須 栄彦佐藤 範夫氏 新谷 功一 日高 モリナガファーム 450－ 41：26．81� 33．1�
713 メイショウヤクモ 牝3黒鹿54 古川 吉洋松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 416± 0 〃 アタマ 22．1	
47 クリノキララ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 増尾牧場 430± 01：27．12 5．1

48 ジェイケーフェイス 牝3鹿 54 荻野 極 STレーシング 今野 貞一 新ひだか 高橋フアーム 428－ 21：27．2� 79．2�
510 アサケレディ 牝3黒鹿54 太宰 啓介大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 452± 01：27．41� 48．9�
611 オーガーウェル 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁小林竜太郎氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 450－ 2 〃 ハナ 57．6
36 トーホウエンジェル 牝3栗 54 中井 裕二東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック 470＋ 41：27．5クビ 112．4�
816 オメガクラージュ 牝3黒鹿54 �島 良太原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 426＋ 41：27．92� 398．0�
11 メイショウカイト 牝3黒鹿54 三浦 皇成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 434－ 4 〃 クビ 3．2�
815 アンセーニュ 牝3鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 412－ 41：28．11� 3．5�
612 ザモウコダマシイ 牝3鹿 54 国分 優作廣崎 智子氏 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 456－ 41：28．73� 25．2�
23 カネトシフォルテ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希兼松 昌男氏 五十嵐忠男 新ひだか 飯岡牧場 376－181：33．4大差 295．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，687，400円 複勝： 54，473，500円 枠連： 11，591，700円
馬連： 56，152，200円 馬単： 22，880，800円 ワイド： 52，718，900円
3連複： 89，723，200円 3連単： 92，594，000円 計： 412，821，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 260円 � 420円 � 1，660円 枠 連（1－5） 1，560円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 10，590円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 7，200円 �� 9，110円

3 連 複 ��� 92，180円 3 連 単 ��� 472，750円

票 数

単勝票数 計 326874 的中 � 39395（4番人気）
複勝票数 計 544735 的中 � 62508（4番人気）� 33643（7番人気）� 7400（13番人気）
枠連票数 計 115917 的中 （1－5） 5724（6番人気）
馬連票数 計 561522 的中 �� 6686（23番人気）
馬単票数 計 228808 的中 �� 1620（36番人気）
ワイド票数 計 527189 的中 �� 8396（17番人気）�� 1868（58番人気）�� 1473（64番人気）
3連複票数 計 897232 的中 ��� 730（186番人気）
3連単票数 計 925940 的中 ��� 142（911番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．9―23．1―34．7―47．1―59．8―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スカーレットスカイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2020．11．1 京都12着

2018．3．25生 牝3栗 母 レッドフェザー 母母 チャリティークエスト 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カネトシフォルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月21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〕 オメガクラージュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月21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 バライロノキセキ号

04040 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第4競走 1，800�3歳新馬
発走11時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

59 クインズバジル 牝3鹿 54 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 456 ―1：56．2 80．7�
612 エイシンティップス 牡3黒鹿56 藤井勘一郎�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 468 ―1：56．73 55．8�
12 マインジャラン 牡3黒鹿56 三浦 皇成前田 葉子氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：56．91� 1．7�
35 キタサンカゲツ 牡3鹿 56 国分 優作�大野商事 本田 優 日高 ヤナガワ牧場 496 ―1：57．53� 44．8�
611 ソナトリーチェ 牝3鹿 54 幸 英明 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 476 ―1：58．77 5．0	
24 ジルベールバローズ 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか 服部 牧場 524 ―1：59．23 37．9

510 メイショウイチズ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 544 ―1：59．41� 68．4�
816 ケンハービンジャー 牡3鹿 56 城戸 義政中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 438 ―1：59．5クビ 123．4�
48 サンライズシリウス 牡3鹿 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 540 ― 〃 クビ 39．4
23 ゲストプリンシパル 牡3鹿 56 北村 友一松村 真司氏 松田 国英 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 510 ―1：59．6クビ 6．4�
36 タガノスカウター 牡3鹿 56 荻野 琢真八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500 ―1：59．81� 22．6�
713 ユウカレント 牡3黒鹿56 中井 裕二�アイテツ 森 秀行 青森 山端 るり子 492 ―2：00．22 279．8�
47 シンゼンミラクル 牡3鹿 56 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 520 ―2：00．3� 15．6�
11 ミスハイローラー 牝3鹿 54 古川 吉洋 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 502 ―2：00．51� 38．0�
815 モ ズ マ ゾ ク 牡3青 56

55 ☆森 裕太朗 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 474 ―2：01．13� 24．6�
714 シゲルアスリート 牡3黒鹿56 加藤 祥太森中 蕃氏 杉山 晴紀 安平 �橋本牧場 520 ―2：03．2大差 152．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，376，900円 複勝： 39，954，500円 枠連： 10，432，100円
馬連： 48，098，200円 馬単： 23，832，000円 ワイド： 37，892，100円
3連複： 69，365，600円 3連単： 85，701，900円 計： 348，653，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，070円 複 勝 � 890円 � 670円 � 120円 枠 連（5－6） 5，980円

馬 連 �� 93，650円 馬 単 �� 178，740円

ワ イ ド �� 16，660円 �� 1，970円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 47，770円 3 連 単 ��� 862，970円

票 数

単勝票数 計 333769 的中 � 3307（13番人気）
複勝票数 計 399545 的中 � 7654（12番人気）� 10451（10番人気）� 147081（1番人気）
枠連票数 計 104321 的中 （5－6） 1351（18番人気）
馬連票数 計 480982 的中 �� 398（91番人気）
馬単票数 計 238320 的中 �� 100（169番人気）
ワイド票数 計 378921 的中 �� 569（89番人気）�� 4963（18番人気）�� 8142（11番人気）
3連複票数 計 693656 的中 ��� 1089（115番人気）
3連単票数 計 857019 的中 ��� 72（1212番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―14．0―13．6―13．1―13．1―12．8―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―38．3―51．9―1：05．0―1：18．1―1：30．9―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインズバジル �
�
父 クリエイターⅡ �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2018．4．12生 牝3鹿 母 ケイアイリブラ 母母 ケイアイベローナ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルアスリート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月21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 ワインセラー号



04041 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時15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
1：44．4
1：43．9

良
良

612 トーホウディアス 牡3栗 56 国分 優作東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社
吉田ファーム 442＋ 21：46．0 7．8�

24 ルヴァンノワール 牝3鹿 54 柴田 善臣 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 428－ 81：46．11 8．0�
11 メイショウホシアイ 牝3栗 54 国分 恭介松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 460＋ 21：46．2クビ 7．7�
713 トウシンモンブラン 牝3鹿 54 幸 英明�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 466± 01：46．3� 2．6�
36 ナンヨーアイボリー 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B414＋ 41：46．4� 58．6�
12 フューチャーポップ 牝3鹿 54 荻野 極山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 有限会社 大

作ステーブル 414± 0 〃 ハナ 32．8	
35 パラッツォレジーナ 牝3鹿 54 北村 友一 
シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 408－ 61：46．71� 4．0�
815 オ ー ロ ー ル 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 410 ― 〃 クビ 37．3�
47 アドマイヤハイジ 牝3鹿 54 岩田 望来近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 406－ 61：46．8� 38．5
23 グレートフォーユー 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：46．9クビ 252．4�
510 マッソニアーナ 牡3黒鹿56 小牧 太水野 淳氏 松下 武士 日高 中前牧場 462＋ 61：47．11� 218．2�
714 フォーエバーカヨ 牝3鹿 54 藤井勘一郎泉 一郎氏 千田 輝彦 新ひだか 沖田 哲夫 376－ 61：47．42 34．2�
611 カ タ リ ー ナ 牝3鹿 54 三浦 皇成近藤 英子氏 松下 武士 洞�湖 レイクヴィラファーム 438－121：47．72 11．3�
816 ショウナンライフク 牝3黒鹿54 柴山 雄一
湘南 西村 真幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 468＋ 41：48．12� 129．9�
59 ノーブルアイランド 牡3青鹿56 中井 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 白井牧場 474＋ 21：48．2� 89．4�
48 チャーミングセイラ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗大林 一彦氏 村山 明 日高 鹿戸 美明 376－101：51．4大差 249．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，700，400円 複勝： 54，792，500円 枠連： 12，053，700円
馬連： 62，140，800円 馬単： 26，538，100円 ワイド： 53，741，700円
3連複： 93，040，800円 3連単： 99，675，200円 計： 441，683，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 250円 � 280円 � 270円 枠 連（2－6） 1，560円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 890円 �� 860円 �� 660円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 36，880円

票 数

単勝票数 計 397004 的中 � 40246（4番人気）
複勝票数 計 547925 的中 � 57734（3番人気）� 50370（5番人気）� 51767（4番人気）
枠連票数 計 120537 的中 （2－6） 5981（6番人気）
馬連票数 計 621408 的中 �� 16387（11番人気）
馬単票数 計 265381 的中 �� 3526（22番人気）
ワイド票数 計 537417 的中 �� 15309（10番人気）�� 15984（9番人気）�� 21180（6番人気）
3連複票数 計 930408 的中 ��� 13931（15番人気）
3連単票数 計 996752 的中 ��� 1959（116番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．2―11．7―12．3―12．1―11．4―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―34．4―46．1―58．4―1：10．5―1：21．9―1：33．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウディアス �
�
父 トーホウジャッカル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．8．2 新潟6着

2018．4．12生 牡3栗 母 トーホウプリンセス 母母 トーホウアスカ 6戦1勝 賞金 10，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャーミングセイラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月21日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トレサイーユ号
（非抽選馬） 1頭 マテンロウスタイル号

04042 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第6競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12時45分 （芝・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
1：19．3
1：19．0

良
良

22 グレイイングリーン 牡3芦 56 岩田 望来青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 486－ 81：20．5 1．5�
66 アンブレラデート 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 460＋ 61：20．71� 10．7�
11 トーカイキング 牡3栗 56 北村 友一田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 440－ 21：21．12� 7．4�
810 デルマヤクシ 牡3栗 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 白井牧場 450＋121：21．31 23．7�
811	 シャークスポット 牡3鹿 56 藤井勘一郎沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 436－ 21：21．62 86．1�
44 	 リターンギフト 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁	辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 376＋ 41：21．7� 276．8

79 ゼ リ ア 牝3鹿 54 城戸 義政ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 田湯牧場 438－ 41：21．91� 27．4�
55 デルマセイシ 牝3青鹿 54

53 ☆斎藤 新浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 464＋ 21：22．0� 66．8�
67 ウイングリュック 牡3青鹿56 国分 優作�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 41：22．31� 19．5
33 カガフラッシュ 牡3黒鹿56 川島 信二香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 462－ 61：22．61
 291．9�
78 カスティーリャ 牡3栗 56 幸 英明 	キャロットファーム 橋口 慎介 安平 追分ファーム 440－ 61：30．3大差 5．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，084，200円 複勝： 150，647，000円 枠連： 11，084，300円
馬連： 55，288，400円 馬単： 35，043，700円 ワイド： 44，440，800円
3連複： 80，441，700円 3連単： 164，558，500円 計： 583，588，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（2－6） 410円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 270円 �� 230円 �� 550円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 2，730円

票 数

単勝票数 計 420842 的中 � 223847（1番人気）
複勝票数 計1506470 的中 � 1163754（1番人気）� 60614（4番人気）� 64266（3番人気）
枠連票数 計 110843 的中 （2－6） 20599（2番人気）
馬連票数 計 552884 的中 �� 71445（3番人気）
馬単票数 計 350437 的中 �� 31293（3番人気）
ワイド票数 計 444408 的中 �� 42478（3番人気）�� 54642（2番人気）�� 17748（8番人気）
3連複票数 計 804417 的中 ��� 73124（2番人気）
3連単票数 計1645585 的中 ��� 43542（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．1―45．6―57．0―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイイングリーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Closing Argument デビュー 2020．11．8 阪神1着

2018．3．12生 牡3芦 母 リトルゲルダ 母母 Bijoux Miss 3戦2勝 賞金 16，100，000円
〔その他〕 カスティーリャ号は，競走中に疾病〔左第3中手骨複骨折及び左第1指節種子骨々折〕を発症。なお，同馬は予後不良。



04043 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第7競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時15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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

811 エカテリンブルク 牡4青鹿56 岩田 望来吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－ 82：08．6 4．0�
67 シンゼンデレヤ 牡4鹿 56 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 538＋242：08．81� 5．2�
44 ジャストマリッジ 牝5栗 55

54 ☆森 裕太朗 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 424－ 22：08．9� 23．9�
55 マ ナ ロ ー ラ 牝7黒鹿55 藤井勘一郎前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486± 02：09．0クビ 18．2�
810 ハ ー シ ェ ル 牡5黒鹿57 三浦 皇成ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 6 〃 クビ 5．0�
11 	 ニシノトランザム 
6鹿 57 北村 友一西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

492＋ 42：09．53 4．7	
33 ジチュダケテソーロ 牡4鹿 56 中井 裕二了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 B498＋ 62：09．81� 16．0

66 トゥプエデス 牡5黒鹿 57

56 ☆富田 暁佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 456－ 22：09．9クビ 40．6�
79 シュテルクスト 牡4青鹿56 �島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 追分ファーム 484＋102：10．75 12．4
22 � ヤンヤノカッサイ 牡4鹿 56

55 ☆斎藤 新トニー倶楽部 森 秀行 様似 猿倉牧場 522－ 1 〃 クビ 7．0�
78 � メ ド ッ ク 牡5鹿 57 野中悠太郎本田 恒雄氏 南田美知雄 新ひだか 桜井牧場 520－ 12：12．9大差 305．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，958，800円 複勝： 45，933，200円 枠連： 10，840，400円
馬連： 62，587，000円 馬単： 26，490，400円 ワイド： 46，770，200円
3連複： 81，673，300円 3連単： 104，390，500円 計： 410，643，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 190円 � 510円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，110円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 12，600円 3 連 単 ��� 42，210円

票 数

単勝票数 計 319588 的中 � 62495（1番人気）
複勝票数 計 459332 的中 � 69767（3番人気）� 69460（4番人気）� 18519（9番人気）
枠連票数 計 108404 的中 （6－8） 12033（2番人気）
馬連票数 計 625870 的中 �� 33179（4番人気）
馬単票数 計 264904 的中 �� 7603（6番人気）
ワイド票数 計 467702 的中 �� 20028（6番人気）�� 5543（31番人気）�� 4762（33番人気）
3連複票数 計 816733 的中 ��� 4861（52番人気）
3連単票数 計1043905 的中 ��� 1793（168番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．5―14．2―12．4―12．4―12．7―12．8―12．6―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．1―37．6―51．8―1：04．2―1：16．6―1：29．3―1：42．1―1：54．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．3
1
3
1，6，10（2，4）11（3，9）7－5－8・（7，10）（1，11）4（2，6）9（3，5）＝8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エカテリンブルク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Dylan Thomas デビュー 2019．8．11 札幌1着

2017．1．31生 牡4青鹿 母 ファイナルスコア 母母 Holy Moon 11戦2勝 賞金 33，007，000円

04044 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走13時45分（番組第12競走を順序変更） （芝・右・外）
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
1：31．9
1：30．3

良
良

22 � エアファンディタ 牡4黒鹿57 岩田 望来 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

458－ 41：33．7 1．7�
66 ペールエール 牡4栗 57 北村 友一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 クビ 3．9�
33 ラインハイト 牡4黒鹿57 幸 英明 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470－ 61：33．91	 4．0�
88 リュクスポケット 牡6栗 57

56 ☆斎藤 新田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 528＋ 81：34．11	 9．1�
55 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝5栗 55

54 ☆富田 暁ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494＋ 21：34．2
 33．9	

44 ユウチェンジ �8黒鹿 57
56 ☆森 裕太朗�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B524＋131：34．41 104．2


11 � ヨハネスボーイ 牡4栗 57 小牧 太森永 正志氏 坂本 和也 新冠 森永 聡 466－ 41：35．35 77．2�
（兵庫）

77  ヴァイスブリッツ �6鹿 57 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 436－ 61：37．1大差 60．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，892，200円 複勝： 47，496，700円 枠連： 発売なし
馬連： 48，755，000円 馬単： 32，622，600円 ワイド： 29，323，100円
3連複： 62，768，300円 3連単： 172，372，400円 計： 434，230，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 150円 �� 140円 �� 170円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 840円

票 数

単勝票数 計 408922 的中 � 187278（1番人気）
複勝票数 計 474967 的中 � 285954（1番人気）� 54777（3番人気）� 63883（2番人気）
馬連票数 計 487550 的中 �� 105358（2番人気）
馬単票数 計 326226 的中 �� 52946（2番人気）
ワイド票数 計 293231 的中 �� 50062（2番人気）�� 60187（1番人気）�� 36940（3番人気）
3連複票数 計 627683 的中 ��� 198497（1番人気）
3連単票数 計1723724 的中 ��� 147180（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．4―47．5―59．4―1：10．6―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアファンディタ 
�
父 Hat Trick 

�
母父 Empire Maker デビュー 2019．12．14 阪神4着

2017．2．13生 牡4黒鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 8戦3勝 賞金 33，000，000円

追 加 記 事（第 1回阪神競馬第 3日第 1競走）
〔その他〕　　ウォーターモノリス号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



04045 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第9競走 ��1，800�
か わ に し

川 西 特 別
発走14時15分 （ダート・右）

4歳以上，2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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：48．5
1：47．6

重
重

710 フィロロッソ 牡4鹿 56 斎藤 新 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 476± 01：53．1 12．0�
55 レガーメペスカ 牡4黒鹿56 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496－101：53．63 2．9�
79 ダ ッ チ マ ン �4青鹿56 岩田 望来小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 448± 01：53．81� 4．7�
68 モダスオペランディ 牡5鹿 57 藤井勘一郎ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 41：54．01� 21．7�
44 サンレイファイト 牡5栗 57 森 裕太朗永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 472＋ 21：54．31� 87．3�
56 	 リ ョ ウ ガ �4芦 56 北村 友一ゴドルフィン 田中 博康 愛 Godolphin 452－ 4 〃 ハナ 15．5	
812 アシャカリブラ 牡7黒鹿57 柴山 雄一吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B540＋ 21：54．61
 14．5

67 ユイノチョッパー 牡6黒鹿57 古川 吉洋由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 502＋ 51：54．81� 178．5�
811 ゴールデンライオン 牡5鹿 57 三浦 皇成石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 510－ 4 〃 クビ 4．0�
22 エスピリトゥオーゾ 牡7栗 57 富田 暁名古屋友豊 木原 一良 新冠 オリエント牧場 490± 01：55．22 19．8�
33 マースゴールド 牡6栗 57 川須 栄彦キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 472＋ 61：55．3
 7．7�
11 サイモンサーマル �6鹿 57 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 41：57．7大差 214．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，321，700円 複勝： 57，095，900円 枠連： 15，675，600円
馬連： 84，720，000円 馬単： 33，755，000円 ワイド： 57，238，200円
3連複： 117，542，800円 3連単： 148，019，900円 計： 550，369，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 280円 � 150円 � 180円 枠 連（5－7） 470円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 690円 �� 860円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 21，190円

票 数

単勝票数 計 363217 的中 � 24015（5番人気）
複勝票数 計 570959 的中 � 41913（5番人気）� 116818（1番人気）� 84674（3番人気）
枠連票数 計 156756 的中 （5－7） 25378（2番人気）
馬連票数 計 847200 的中 �� 39780（5番人気）
馬単票数 計 337550 的中 �� 5842（17番人気）
ワイド票数 計 572382 的中 �� 20622（7番人気）�� 16322（12番人気）�� 39166（3番人気）
3連複票数 計1175428 的中 ��� 35278（7番人気）
3連単票数 計1480199 的中 ��� 5064（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．1―50．7―1：03．0―1：15．6―1：28．1―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィロロッソ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．29 中京6着

2017．5．1生 牡4鹿 母 アルティメイトラブ 母母 コ イ ウ タ 13戦3勝 賞金 35，014，000円

04046 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

いかるが

斑鳩ステークス
発走14時50分 （芝・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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

79 カイザーミノル 牡5鹿 57 荻野 極吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B462－ 61：20．3 5．2�
710 トオヤリトセイト 牡5青鹿57 斎藤 新村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 490－ 21：20．4� 7．9�
11 ムーンチャイム 牝6栗 55 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 61：20．93 3．4�
22 ア リ ア 牝6栗 55 柴山 雄一樋口 稔氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋10 〃 クビ 33．4�
33 ナムラムツゴロー 牡6栗 57 中井 裕二奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 B488－ 61：21．11	 42．1�
55 カレングロリアーレ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 452± 0 〃 ハナ 6．9�
811 メイショウラビエ 牝6鹿 55 国分 優作松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 490－ 21：21．3� 76．6	
44 ナンヨープランタン 牡6黒鹿57 富田 暁中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B472＋ 2 〃 ハナ 5．4

68 アプルーヴァル 牡6鹿 57 三浦 皇成近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 512－ 21：21．4� 15．8�
56 オールザゴー 牡7鹿 57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：21．5� 16．1
67 ルガーサント 牝4青鹿55 幸 英明�ターフ・スポート西村 真幸 浦河 谷川牧場 432－ 41：21．92
 8．7�
812 ヒルノマリブ 牝4鹿 55 太宰 啓介�ヒルノ 北出 成人 新冠 山岡ファーム 502± 01：22．32
 161．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，350，400円 複勝： 73，508，200円 枠連： 19，602，400円
馬連： 124，089，800円 馬単： 44，552，800円 ワイド： 73，975，100円
3連複： 174，064，200円 3連単： 203，155，100円 計： 760，298，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 220円 � 150円 枠 連（7－7） 2，010円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，260円

ワ イ ド �� 600円 �� 450円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 12，780円

票 数

単勝票数 計 473504 的中 � 72455（2番人気）
複勝票数 計 735082 的中 � 78335（4番人気）� 76710（5番人気）� 159370（1番人気）
枠連票数 計 196024 的中 （7－7） 7557（11番人気）
馬連票数 計1240898 的中 �� 56265（6番人気）
馬単票数 計 445528 的中 �� 10228（10番人気）
ワイド票数 計 739751 的中 �� 31074（6番人気）�� 42893（2番人気）�� 36885（4番人気）
3連複票数 計1740642 的中 ��� 63378（2番人気）
3連単票数 計2031551 的中 ��� 11524（23番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．5―11．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．1―45．6―56．9―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カイザーミノル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．12．15 中山8着

2016．2．29生 牡5鹿 母 ストライクルート 母母 Tadwiga 14戦4勝 賞金 64，501，000円
※メイショウラビエ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目



04047 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第11競走 ��
��1，200�

や ま と

大和ステークス
発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，2．2．22以降3．2．14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 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
1：08．8
1：08．5

重
重

11 � リュウノユキナ 牡6芦 56 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B504± 01：11．4 3．1�
58 � ジャスパープリンス 牡6鹿 56 北村 友一加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

502＋ 41：11．61	 12．8�
815 ヒロブレイブ 牡8鹿 52 川島 信二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 496± 0 〃 アタマ 241．9�
713 メイショウテンセイ 牡7鹿 54 森 裕太朗松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 
橋本牧場 528－ 61：11．7クビ 31．4�
611 ヒロシゲゴールド 牡6青鹿57 古川 吉洋�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B476＋ 41：11．8	 20．5�
712� ダンシングプリンス 牡5鹿 56．5 三浦 皇成吉田 千津氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 514－101：11．9クビ 1．9	
46 フィールドセンス 牡7鹿 54 岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 554＋12 〃 ハナ 40．4

23 スナークライデン 牡7芦 54 国分 恭介杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 484± 01：12．0	 75．1�
47 アヴァンティスト 牡5栗 55 国分 優作 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 B472－ 61：12．1	 12．4
35 ロードラズライト �6青鹿54 富田 暁 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 61：12．2� 30．8�
610� サザンヴィグラス 牡6鹿 54 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 500－ 2 〃 アタマ 41．6�
34 � テーオーヘリオス 牡9鹿 55 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 524± 0 〃 ハナ 75．1�
22 ホウショウナウ 牡6栗 56 太宰 啓介芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 522＋ 81：12．41 48．1�
814 ノ ボ バ カ ラ 牡9栗 57 幸 英明�LS.M 森 秀行 新ひだか 萩澤 泰博 506± 0 〃 クビ 69．3�
59 テーオージーニアス 牡6鹿 56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 500－ 61：12．71	 32．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 88，302，900円 複勝： 98，886，200円 枠連： 48，071，700円
馬連： 252，656，000円 馬単： 97，953，800円 ワイド： 147，339，800円
3連複： 384，566，900円 3連単： 538，985，800円 計： 1，656，763，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 310円 � 3，540円 枠 連（1－5） 1，800円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 790円 �� 11，220円 �� 27，050円

3 連 複 ��� 183，940円 3 連 単 ��� 437，580円

票 数

単勝票数 計 883029 的中 � 227434（2番人気）
複勝票数 計 988862 的中 � 198982（2番人気）� 80788（4番人気）� 5411（15番人気）
枠連票数 計 480717 的中 （1－5） 20589（6番人気）
馬連票数 計2526560 的中 �� 83250（5番人気）
馬単票数 計 979538 的中 �� 21516（6番人気）
ワイド票数 計1473398 的中 �� 50718（5番人気）�� 3287（74番人気）�� 1358（95番人気）
3連複票数 計3845669 的中 ��� 1568（239番人気）
3連単票数 計5389858 的中 ��� 893（761番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．0―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―46．7―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リュウノユキナ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ク ロ フ ネ （9戦1勝 賞金 25，913，000円）

2015．5．16生 牡6芦 母 ネ オ カ ラ ー 母母 ナ ギ サ 21戦4勝 賞金 114，874，000円
地方デビュー 2017．6．21 門別

※出走取消馬 ヘルシャフト号（疾病〔感冒〕のため）
※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 キングニミッツ号・タガノアム号・フィリアプーラ号

04048 2月21日 晴 良 （3阪神1） 第4日 第12競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走16時10分（番組第8競走を順序変更） （ダート・右）

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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 タイガーサイレンス 牡4青鹿57 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 454－ 21：25．4 3．9�
48 レッドブロンクス 牡4黒鹿57 北村 友一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474± 01：25．5クビ 4．9�
816 テイエムラッシュ 牡4鹿 57

54 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 496＋10 〃 クビ 148．8�
47 ウォーターウキウキ 牝4青鹿 55

54 ☆富田 暁山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B454－ 8 〃 クビ 64．7�
714 テイエムクイーン 牝4鹿 55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 484－ 61：25．81� 18．6�
36 セカンドエフォート 牡8青鹿57 三浦 皇成 	シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：26．01 12．1

23 スリーヘリオス �6黒鹿57 中井 裕二永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B478± 01：26．31� 46．9�
713 シャイニーズラン 牡4鹿 57 古川 吉洋田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 B454± 0 〃 ハナ 80．5�
24 ウ ー ゴ 牡4鹿 57 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ B498－ 41：26．62 6．1
815� ラストブラッサム 牡4鹿 57 藤井勘一郎中村 祐子氏 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 452－161：26．7クビ 21．4�
11 タケルラスティ 牡4栗 57 岩田 望来森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 4 〃 ハナ 3．6�
612 イーベンホルツ 牡4青鹿 57

56 ☆森 裕太朗 	社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 ハナ 17．5�
59 スプリットロック 牡4栗 57 幸 英明水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 474－ 2 〃 クビ 35．8�
510 ゴルトファルベン 牡4鹿 57

56 ☆斎藤 新 	サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 496－101：26．8クビ 51．8�
611 ホウオウジョーカー 牡4青鹿57 荻野 極小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B520＋211：27．33 232．3�
12 � メイショウカリスマ 牡4黒鹿57 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 青森 諏訪牧場 508± 01：27．83 105．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，094，300円 複勝： 107，093，000円 枠連： 32，620，800円
馬連： 167，444，100円 馬単： 58，329，300円 ワイド： 128，811，200円
3連複： 256，766，700円 3連単： 292，492，800円 計： 1，118，652，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 190円 � 2，530円 枠 連（3－4） 740円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 520円 �� 10，080円 �� 12，280円

3 連 複 ��� 56，500円 3 連 単 ��� 177，900円

票 数

単勝票数 計 750943 的中 � 152538（2番人気）
複勝票数 計1070930 的中 � 185351（2番人気）� 165682（3番人気）� 7733（15番人気）
枠連票数 計 326208 的中 （3－4） 33846（2番人気）
馬連票数 計1674441 的中 �� 105381（3番人気）
馬単票数 計 583293 的中 �� 18537（6番人気）
ワイド票数 計1288112 的中 �� 70469（4番人気）�� 3130（72番人気）�� 2565（79番人気）
3連複票数 計2567667 的中 ��� 3408（150番人気）
3連単票数 計2924928 的中 ��� 1192（520番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―12．4―12．3―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．1―47．5―59．8―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイガーサイレンス �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．9．28 阪神10着

2017．4．24生 牡4青鹿 母 プラティーヌ 母母 スイートレディ 12戦1勝 賞金 19，200，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 メイショウウグイス号

４レース目



（3阪神1）第4日 2月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

218，690，000円
24，350，000円
1，310，000円
25，360，000円
66，940，500円
4，537，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
525，452，400円
900，311，500円
191，658，800円
1，052，215，800円
458，519，700円
753，325，700円
1，563，937，100円
2，122，554，700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 7，567，975，700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4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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