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04049 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第1競走 1，200�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
1：08．8
1：08．5

重
重

47 ミ ラ ク ル 牝3鹿 54 荻野 極�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 458＋ 21：13．5 4．4�
714 ポケットロケット 牝3栗 54 川須 栄彦野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 472－ 21：13．6� 8．9�
611 クローズネスト 牝3芦 54 岩田 望来飯田 正剛氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 432± 0 〃 クビ 6．2�
815 アイスリアン 牝3黒鹿54 松山 弘平村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 462－ 21：14．12� 3．0�
11 ランスオブミューズ 牝3鹿 54 城戸 義政五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 448－ 4 〃 クビ 7．8�
12 ウーヴァラーラ 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 新冠 村田牧場 482＋ 21：14．2クビ 108．1	

713 テーオーエルサ 牝3鹿 54 幸 英明小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 476± 0 〃 アタマ 9．3

36 エスケイダンサー 牝3芦 54 国分 優作伊藤 輔則氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 416－101：14．52 246．7�
35 ジュンコーハク 牝3鹿 54 松若 風馬八木 光博氏 川村 禎彦 新冠 アラキフアーム 474＋141：14．81� 32．9�
48 メ デ ィ シ ス 牝3鹿 54 高倉 稜中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 B482＋ 21：14．9クビ 22．8
23 ブラックライフ 牝3青鹿54 岩田 康誠清水 義德氏 吉田 直弘 日高 広富牧場 442＋14 〃 クビ 37．6�
816 エイシンディアデム 牝3鹿 54 酒井 学�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 420± 01：15．11 131．0�
24 エリカバイラ 牝3黒鹿54 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 430－ 21：15．2� 160．2�
612 ラ イ ム ン ダ 牝3鹿 54 古川 吉洋椎名 節氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 B446＋101：15．84 146．1�
510 メイショウコデマリ 牝3鹿 54 和田 竜二松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 �川フアーム 448＋ 21：17．18 19．1�
59 レジーナサンライズ 牝3栗 54 加藤 祥太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 412 ―1：17．2� 281．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，637，600円 複勝： 67，415，800円 枠連： 10，410，600円
馬連： 65，445，900円 馬単： 26，527，500円 ワイド： 61，161，400円
3連複： 101，602，900円 3連単： 96，797，200円 計： 465，998，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 220円 � 170円 枠 連（4－7） 900円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 550円 �� 450円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 12，130円

票 数

単勝票数 計 366376 的中 � 65347（2番人気）
複勝票数 計 674158 的中 � 138876（2番人気）� 65208（4番人気）� 105336（3番人気）
枠連票数 計 104106 的中 （4－7） 8954（3番人気）
馬連票数 計 654459 的中 �� 26994（6番人気）
馬単票数 計 265275 的中 �� 5980（10番人気）
ワイド票数 計 611614 的中 �� 28203（5番人気）�� 35596（4番人気）�� 22259（6番人気）
3連複票数 計1016029 的中 ��� 32016（5番人気）
3連単票数 計 967972 的中 ��� 5784（24番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．8―12．1―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―35．9―48．0―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ラ ク ル �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．8．16 小倉8着

2018．5．13生 牝3鹿 母 アフレイタス 母母 リボーズシークレット 8戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 メイショウコデマリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウコデマリ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年3月27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ガールズヒロイン号・ジューンビアンカ号

04050 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第2競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ナムラスワガー 牡3鹿 56 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 508－101：55．7 152．7�
33 � キャリアリズム 牡3鹿 56 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Golden Pedi-

gree LLC 504± 0 〃 アタマ 1．5�
55 ゲストプリンシパル 牡3鹿 56 岩田 望来松村 真司氏 松田 国英 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 500－101：56．12 38．6�
44 クリノドラゴン 牡3栗 56 武 豊栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 日高 宝寄山 拓樹 470＋ 2 〃 ハナ 6．3�
22 � アメリカンエール 牡3芦 56 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B496－ 41：56．2クビ 3．2�
66 キラーマウンテン 牡3黒鹿56 幸 英明山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 486± 01：57．910 126．1	
88 クレスコロッキー 牡3鹿 56 和田 竜二堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 木村牧場 520± 01：58．64 38．8

89 モーティヴフォース �3黒鹿56 横山 和生�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 41：59．45 55．1�
77 セブンハピネス 牡3鹿 56 松山 弘平前迫 義幸氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 514－ 22：05．1大差 18．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，026，600円 複勝： 121，758，300円 枠連： 6，654，500円
馬連： 44，972，300円 馬単： 31，714，700円 ワイド： 35，181，900円
3連複： 65，922，400円 3連単： 167，160，300円 計： 513，391，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，270円 複 勝 � 1，840円 � 110円 � 520円 枠 連（1－3） 12，130円

馬 連 �� 11，700円 馬 単 �� 51，820円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 15，820円 �� 800円

3 連 複 ��� 34，740円 3 連 単 ��� 558，480円

票 数

単勝票数 計 400266 的中 � 2097（9番人気）
複勝票数 計1217583 的中 � 4503（9番人気）� 897873（1番人気）� 17790（6番人気）
枠連票数 計 66545 的中 （1－3） 425（14番人気）
馬連票数 計 449723 的中 �� 2978（16番人気）
馬単票数 計 317147 的中 �� 459（43番人気）
ワイド票数 計 351819 的中 �� 2777（19番人気）�� 552（34番人気）�� 11946（7番人気）
3連複票数 計 659224 的中 ��� 1423（40番人気）
3連単票数 計1671603 的中 ��� 217（298番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―14．3―13．2―12．7―12．5―12．5―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―39．3―52．5―1：05．2―1：17．7―1：30．2―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラスワガー 
�
父 メイショウサムソン 

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．2．21 小倉7着

2018．4．19生 牡3鹿 母 ナムラカメーリア 母母 ベストタッセルド 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セブンハピネス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月27日まで平地競

走に出走できない。

第１回 阪神競馬 第５日



04051 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第3競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

12 イフティファール 牡3黒鹿56 武 豊�ノースヒルズ 大久保龍志 新ひだか 飛野牧場 474± 01：26．1 6．5�
815 エアーズロック 牡3鹿 56 池添 謙一西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 454－121：26．21 16．7�
35 インテンスフレイム 牡3黒鹿56 松山 弘平ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B508＋ 21：26．62 3．7�
36 ガビーズスピリット 牡3鹿 56 岩田 望来長島 和彦氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 514 ―1：27．13 51．5�
510 メイショウカークス 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 本巣 敦 406－ 41：27．31� 7．7�
713 メイショウムート 牡3鹿 56 佐久間寛志松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 本巣 敦 450 ―1：27．5� 112．2	
11 ハ ル ヒ コ 牡3鹿 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 新冠 武田 修一 480 ―1：27．6� 93．3

816 テイエムヴァスター 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット B534－101：27．7� 181．2�
23 スズカロマンス 牝3栗 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 474± 01：28．12� 6．6�
48 ボニンブルー 牡3鹿 56 西村 淳也渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 456＋ 41：28．2� 20．2
612 ケルンクリエイター �3栗 56 川島 信二谷和 光彦氏 松田 国英 新冠 村上 欽哉 B462－ 41：28．62� 232．7�
47 ジ ュ ノ ー 牡3芦 56 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 508－ 41：30．19 3．4�
24 ミッキーエンパイア 牡3鹿 56 北村 友一野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B516 ―1：30．52� 15．5�
714 ハクサンマズル 牡3鹿 56 岩田 康誠河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 494＋ 21：30．6� 30．2�
611 ロマンスタイム 牝3栗 54 加藤 祥太阿部東亜子氏 服部 利之 浦河 山田 昇史 426± 0 〃 ハナ 461．2�
59 メイショウサブゼロ 牡3青鹿56 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 浦河 日進牧場 482 ―1：37．8大差 175．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，280，700円 複勝： 64，306，600円 枠連： 10，095，200円
馬連： 58，324，100円 馬単： 26，412，400円 ワイド： 53，063，900円
3連複： 89，743，200円 3連単： 94，013，700円 計： 434，239，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 430円 � 160円 枠 連（1－8） 4，990円

馬 連 �� 4，770円 馬 単 �� 8，540円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 470円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 31，130円

票 数

単勝票数 計 382807 的中 � 46900（3番人気）
複勝票数 計 643066 的中 � 70793（5番人気）� 31225（7番人気）� 129163（1番人気）
枠連票数 計 100952 的中 （1－8） 1566（15番人気）
馬連票数 計 583241 的中 �� 9472（18番人気）
馬単票数 計 264124 的中 �� 2317（34番人気）
ワイド票数 計 530639 的中 �� 7312（23番人気）�� 31255（3番人気）�� 12111（12番人気）
3連複票数 計 897432 的中 ��� 13205（17番人気）
3連単票数 計 940137 的中 ��� 2189（110番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．6―12．2―12．6―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―47．4―1：00．0―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イフティファール �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2021．2．6 中京5着

2018．4．11生 牡3黒鹿 母 ピサノレインボー 母母 Keyboogie 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーエンパイア号・ハクサンマズル号・ロマンスタイム号・メイショウサブゼロ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月27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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 バライロノキセキ号・ファイヤービート号
（非抽選馬） 3頭 イマジンヨウコ号・カフジロホ号・マックスウォリアー号

04052 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 メイショウアツイタ 牡3黒鹿56 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル 482－ 41：55．2 24．2�
77 グランメテオール 牡3栗 56 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 476－ 4 〃 ハナ 2．5�
78 ニホンピロクリフ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 454± 01：56．05 9．8�
810 ゼンダンリュウ 牡3鹿 56 藤井勘一郎渡邊 善男氏 飯田 雄三 日高 広中 稔 492－ 61：56．32 5．5�
22 トルトゥーガ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：56．4� 90．0�
89 ガ レ ス 牡3鹿 56 福永 祐一西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 538＋101：57．03� 2．9	
44 ハイラブハンター 牡3鹿 56 藤懸 貴志服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 484－121：57．85 48．2

66 ロードヴェントス 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 472 ―1：59．28 18．0�
55 シュアーウィナー 牡3鹿 56 横山 和生久保 博文氏 安田 隆行 浦河 宮内牧場 470－ 21：59．41� 10．0
33 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 492－ 21：59．82� 171．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，669，400円 複勝： 42，296，600円 枠連： 7，999，400円
馬連： 46，938，200円 馬単： 25，746，400円 ワイド： 40，030，500円
3連複： 66，049，800円 3連単： 115，218，800円 計： 379，949，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 390円 � 120円 � 220円 枠 連（1－7） 2，030円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，610円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 32，160円

票 数

単勝票数 計 356694 的中 � 11746（7番人気）
複勝票数 計 422966 的中 � 18617（6番人気）� 143645（1番人気）� 39466（5番人気）
枠連票数 計 79994 的中 （1－7） 3043（8番人気）
馬連票数 計 469382 的中 �� 16099（10番人気）
馬単票数 計 257464 的中 �� 2948（22番人気）
ワイド票数 計 400305 的中 �� 13386（9番人気）�� 5842（18番人気）�� 34108（3番人気）
3連複票数 計 660498 的中 ��� 13273（14番人気）
3連単票数 計1152188 的中 ��� 2597（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―38．8―52．0―1：04．9―1：17．5―1：29．9―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウアツイタ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2020．12．20 中京8着

2018．3．23生 牡3黒鹿 母 ロジカルクィーン 母母 Laguna Seca 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 トーホウバッカス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月27日まで平地競走に出走でき

ない。



04053 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第5競走 1，600�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
1：31．9
1：30．3

良
良

612 ロードラスター 牡3青鹿56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 502－ 41：33．8 3．1�
816 ゴールドフライト 牡3鹿 56 池添 謙一加藤 充彦氏 坂口 智康 浦河 笹島 政信 484＋ 21：33．9� 7．8�
714 ブラックジャッカル �3青鹿56 松若 風馬中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 470－ 41：34．22 6．5�
48 ヴィトーリア 牡3黒鹿56 藤岡 佑介寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 430± 01：34．3� 103．7�
611 ピ ナ 牝3鹿 54 太宰 啓介畑佐 博氏 上村 洋行 浦河 高松牧場 470± 0 〃 ハナ 60．6�
815 テ オ リ ス 牡3鹿 56 岩田 望来 	シルクレーシング 池添 学 浦河 栄進牧場 474＋161：34．4クビ 31．5

23 カバーガール 牝3黒鹿54 武 豊石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 470＋ 2 〃 ハナ 8．8�
11 プラウドルック 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 アタマ 3．6�
47 タイセイロワイヤル 牡3鹿 56 横山 和生田中 成奉氏 森田 直行 新冠 大狩部牧場 500＋141：34．61� 105．6
12 ラ ジ ョ ー ネ 牡3黒鹿56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 494± 0 〃 クビ 40．6�
510 メ イ セ キ ム 牝3鹿 54 西村 淳也青山 洋一氏 平田 修 安平 追分ファーム 428± 01：34．7クビ 19．9�
24 ショウナンハイネス 牝3鹿 54 和田 竜二国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408－ 41：34．8� 55．1�
35 スカイドゥエラー 牡3青鹿56 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 日高 広富牧場 470 ―1：35．01� 16．9�
59 ラトゥールレディー 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成田畑 利彦氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B472－121：35．1� 30．5�
713 ディープラック 牡3栗 56 秋山真一郎深見 敏男氏 藤岡 健一 浦河 村下農場 470 ― 〃 ハナ 121．2�
36 エイシンキンボシ 牡3鹿 56 藤井勘一郎�栄進堂 石坂 公一 浦河 栄進牧場 438＋ 21：35．41� 214．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，139，300円 複勝： 81，861，700円 枠連： 12，714，300円
馬連： 70，186，500円 馬単： 28，727，300円 ワイド： 67，563，900円
3連複： 109，647，300円 3連単： 108，826，400円 計： 526，666，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 200円 � 160円 枠 連（6－8） 1，100円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 490円 �� 320円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 10，000円

票 数

単勝票数 計 471393 的中 � 121387（1番人気）
複勝票数 計 818617 的中 � 204057（1番人気）� 88141（4番人気）� 122418（3番人気）
枠連票数 計 127143 的中 （6－8） 8902（4番人気）
馬連票数 計 701865 的中 �� 39760（4番人気）
馬単票数 計 287273 的中 �� 8778（6番人気）
ワイド票数 計 675639 的中 �� 34889（4番人気）�� 59576（1番人気）�� 15145（10番人気）
3連複票数 計1096473 的中 ��� 35155（5番人気）
3連単票数 計1088264 的中 ��� 7884（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―35．4―47．4―59．4―1：11．0―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードラスター �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．23 小倉2着

2018．3．15生 牡3青鹿 母 スターコレクション 母母 シンコウエトワール 6戦1勝 賞金 11，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トウカイクラルテ号・リオンジャック号

04054 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ヴ ィ ネ ッ ト 牝4鹿 54 松若 風馬水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 492－ 21：54．1 1．7�
44 ラボンダンス 牝4栗 54 池添 謙一�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 21：55．05 4．7�
77 � メリディアン 牝4鹿 54 中井 裕二 �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 428－ 21：55．31� 33．0�
78 アンサンブル 牝4青鹿54 松山 弘平 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム B472± 01：55．4� 7．7�
55 ラヴベローナ 牝6鹿 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 502± 01：55．82� 68．1�
66 ナムラパフィン 牝4鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 いとう牧場 B438＋ 81：56．32� 5．8	
33 レッドエステーラ 牝5鹿 55

54 ☆団野 大成 �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± 0 〃 ハナ 14．7

810� リュクスレジェンド 牝4鹿 54 加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 442＋211：56．83 39．6�
22 マイレリーフ 牝4鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 440＋ 61：56．9� 55．5�
89 ハイアーグレード 牝4栗 54 和田 竜二下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 452－ 61：59．2大差 60．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，673，400円 複勝： 57，154，800円 枠連： 8，052，900円
馬連： 48，292，300円 馬単： 31，458，900円 ワイド： 40，722，500円
3連複： 71，393，000円 3連単： 137，392，500円 計： 431，140，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 400円 枠 連（1－4） 500円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 260円 �� 710円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 2，870円 3 連 単 ��� 6，230円

票 数

単勝票数 計 366734 的中 � 166337（1番人気）
複勝票数 計 571548 的中 � 274050（1番人気）� 67359（3番人気）� 17546（7番人気）
枠連票数 計 80529 的中 （1－4） 12378（2番人気）
馬連票数 計 482923 的中 �� 80695（2番人気）
馬単票数 計 314589 的中 �� 35963（2番人気）
ワイド票数 計 407225 的中 �� 47917（2番人気）�� 13828（10番人気）�� 5890（17番人気）
3連複票数 計 713930 的中 ��� 18627（8番人気）
3連単票数 計1373925 的中 ��� 15973（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．3―50．0―1：02．6―1：15．1―1：27．8―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
1（9，8）（2，4）7－10（3，5）6
1（9，8）（2，4）（3，7）（10，6）5

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ネ ッ ト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．11．16 京都11着

2017．5．13生 牝4鹿 母 シャルマンスタイル 母母 ア ビ 7戦2勝 賞金 15，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイアーグレード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月27日まで平地競

走に出走できない。



04055 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （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
1：08．8
1：08．5

重
重

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 466－ 21：12．7 4．4�
12 ニシノダンテ 牡6青鹿57 和田 竜二西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 502－ 2 〃 ハナ 3．3�
47 ヘ ル メ ッ ト 牝5栗 55 古川 吉洋�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 522＋ 8 〃 ハナ 27．9�
48 メイショウアマギ 牡5鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 494± 01：12．8クビ 17．7�
714 ラ ボ エ ー ム 牝4黒鹿55 藤懸 貴志ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 440± 0 〃 クビ 13．4	
59 エンペラーズパレス 牡4栗 57 長岡 禎仁山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 516＋28 〃 ハナ 64．5

713 エヴァジョーネ 牝4黒鹿55 横山 和生 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム 436＋ 21：13．11� 11．9�
510� メイショウニタボウ 牡4鹿 57 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 524＋15 〃 アタマ 56．8�
24 メジャーハリケーン 牡5青鹿57 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 B486－ 8 〃 ハナ 20．0
23 カズオルヴァル �4鹿 57 松山 弘平合同会社雅苑興業 安田 隆行 むかわ 上水牧場 B466－ 41：13．2アタマ 14．1�
816� ベストチャーム 牝5鹿 55 岩田 康誠中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 432＋ 2 〃 クビ 4．5�
815 ア タ ミ 牡7黒鹿57 西村 淳也副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 494± 01：13．4	 58．6�
36 カモントゥミー 牡4鹿 57 岩田 望来薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 496－ 21：13．5� 44．0�
11 サウンドヒーロー 牡4黒鹿57 松若 風馬増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 452＋ 2 〃 ハナ 47．5�
611 メイショウアゴニカ 牝4鹿 55

54 ☆団野 大成松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 490－ 21：13．6� 34．2�
612 エクスチェンジ 牝4栗 55 荻野 極宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 482± 01：15．6大差 63．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，111，000円 複勝： 66，090，900円 枠連： 13，160，100円
馬連： 69，652，600円 馬単： 28，924，800円 ワイド： 62，800，800円
3連複： 102，691，900円 3連単： 102，213，900円 計： 483，646，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 150円 � 430円 枠 連（1－3） 800円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，460円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 7，940円 3 連 単 ��� 37，010円

票 数

単勝票数 計 381110 的中 � 67772（2番人気）
複勝票数 計 660909 的中 � 90125（3番人気）� 136523（1番人気）� 30698（8番人気）
枠連票数 計 131601 的中 （1－3） 12746（2番人気）
馬連票数 計 696526 的中 �� 59570（2番人気）
馬単票数 計 289248 的中 �� 10412（4番人気）
ワイド票数 計 628008 的中 �� 45909（2番人気）�� 6140（24番人気）�� 8670（19番人気）
3連複票数 計1026919 的中 ��� 9700（19番人気）
3連単票数 計1022139 的中 ��� 2002（80番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．8―12．6―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．6―46．4―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．1
3 3－（7，13）2（11，16）15，9（8，4）（12，14）（6，5）（1，10） 4 3，7（2，13）（11，16）－15（9，4）8，14（6，5）（1，10）12

勝馬の
紹 介

トライハード �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．4．26 京都17着

2017．2．17生 牝4黒鹿 母 ビューティサン 母母 セレブレイトコール 9戦2勝 賞金 17，320，000円

04056 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第8競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

56 ラヴォアドゥース 牝4栃栗54 和田 竜二�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 21：55．1 7．5�

812 ピクシーメイデン 牝5鹿 55 福永 祐一ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444± 01：55．31� 4．6�

22 ショウナンナデシコ 牝4栗 54 岩田 望来国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 488＋30 〃 ハナ 2．4�
68 メモリーコバルト 牝6栗 55 幸 英明�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 480± 0 〃 アタマ 26．2�
710 フ ラ ー レ ン 牝4鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 510± 0 〃 アタマ 7．9	
33 ティボリドライヴ 牝5栗 55 松山 弘平松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480＋101：55．82� 28．8

811 ペイシャノリッジ 牝4鹿 54

53 ☆森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 414－ 2 〃 クビ 4．4�
67 ダンツチョイス 牝6栗 55 横山 和生山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 456－ 41：56．01� 155．1�
55 ストラトフォード 牝5鹿 55 中井 裕二下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B496－ 21：56．1クビ 145．2
79 オデュッセイア 牝6栗 55

54 ☆団野 大成吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 474－121：56．2� 54．6�
11 カリーニョミノル 牝7鹿 55 池添 謙一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 2 〃 アタマ 28．3�
44 メイショウオトワ 牝5栗 55 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 480＋161：56．51� 109．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，807，200円 複勝： 70，396，200円 枠連： 14，072，600円
馬連： 68，490，900円 馬単： 29，227，700円 ワイド： 56，745，700円
3連複： 96，101，800円 3連単： 118，692，500円 計： 498，534，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 180円 � 150円 � 140円 枠 連（5－8） 720円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 460円 �� 450円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 15，600円

票 数

単勝票数 計 448072 的中 � 47519（4番人気）
複勝票数 計 703962 的中 � 87081（4番人気）� 126185（3番人気）� 144908（2番人気）
枠連票数 計 140726 的中 （5－8） 15071（2番人気）
馬連票数 計 684909 的中 �� 30950（8番人気）
馬単票数 計 292277 的中 �� 5851（17番人気）
ワイド票数 計 567457 的中 �� 30815（6番人気）�� 31730（5番人気）�� 44189（2番人気）
3連複票数 計 961018 的中 ��� 42049（4番人気）
3連単票数 計1186925 的中 ��� 5516（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―39．4―52．6―1：06．0―1：18．9―1：30．9―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラヴォアドゥース �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．6．1 阪神3着

2017．4．11生 牝4栃栗 母 フィーリングトーン 母母 グレースランド 14戦3勝 賞金 32，820，000円



04057 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第9競走 ��3，200�
しょうらい

松籟ステークス
発走14時25分 （芝・右・外内）
4歳以上，3勝クラス，2．2．29以降3．2．21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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
なし

3：12．5良

813 ディアスティマ 牡4青鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B498＋ 63：14．9 基準タイム 3．8�
33 タイセイモナーク 牡5鹿 54 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B496＋ 63：15．43 88．4�
34 シルヴァーソニック 牡5芦 55 岩田 望来 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 ハナ 18．3�
11 シ ロ ニ イ 牡7白 56 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B504－ 63：15．61 38．6�
69 ラクローチェ 牡5鹿 55 池添 謙一畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 484－ 23：15．7� 49．3	
45 キタサンバルカン 牡5鹿 56 松山 弘平�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 440－ 23：15．91� 24．1

58 メロディーレーン 牝5鹿 54 横山 和生岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 348＋ 23：16．11� 5．5�
57 シャイニーゲール 牡7鹿 54 松若 風馬小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 474＋ 23：16．2クビ 60．3�
712 フライライクバード 牡4黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 03：16．73 1．9
814 セントレオナード 牡5鹿 57 武 豊 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 460－ 63：17．01� 13．3�
711 ヴ ィ ッ セ ン 牡10鹿 55 団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496＋ 43：18．59 114．6�
610� シ ン ボ 牡4鹿 54 古川 吉洋�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 468＋103：18．71� 38．3�
46 ハンターバレー 牡5栗 53 荻野 極村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 488－123：18．8� 266．7�

22 ララエクラテール 牡9鹿 53 中井 裕二フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B436＋ 23：19．0� 205．0�
（法942）
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売 得 金
単勝： 73，693，600円 複勝： 93，122，000円 枠連： 18，002，700円
馬連： 113，104，400円 馬単： 51，369，100円 ワイド： 91，146，500円
3連複： 177，708，500円 3連単： 222，493，200円 計： 840，640，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 1，300円 � 350円 枠 連（3－8） 1，500円

馬 連 �� 19，490円 馬 単 �� 29，140円

ワ イ ド �� 4，210円 �� 1，020円 �� 7，100円

3 連 複 ��� 55，510円 3 連 単 ��� 231，090円

票 数

単勝票数 計 736936 的中 � 153219（2番人気）
複勝票数 計 931220 的中 � 167471（2番人気）� 14804（12番人気）� 66815（5番人気）
枠連票数 計 180027 的中 （3－8） 9265（5番人気）
馬連票数 計1131044 的中 �� 4496（34番人気）
馬単票数 計 513691 的中 �� 1322（54番人気）
ワイド票数 計 911465 的中 �� 5485（33番人気）�� 24051（11番人気）�� 3230（49番人気）
3連複票数 計1777085 的中 ��� 2401（105番人気）
3連単票数 計2224932 的中 ��� 698（424番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．1―11．9―12．4―12．4―12．3―12．5―13．5―13．0―11．9―11．9―11．9―12．0―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．9―24．0―35．1―47．0―59．4―1：11．8―1：24．1―1：36．6―1：50．1―2：03．1―2：15．0―2：26．9

2，600� 2，800� 3，000�
―2：38．8―2：50．8―3：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．0―3F36．1
1
�
13（3，10）（1，12，11）（7，6）4（9，8）－5，14，2
13（3，10）（12，11）1，7（4，2）（9，6，14）8－5

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

勝馬の
紹 介

ディアスティマ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Street Sense デビュー 2019．10．5 京都1着

2017．2．10生 牡4青鹿 母 スウィートリーズン 母母 Livermore Leslie 9戦4勝 賞金 70，672，000円

04058 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第10競走 ��
��1，200�マーガレットステークス（Ｌ）

発走15時00分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

66 アスコルターレ 牡3黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 452－ 61：08．5 4．7�
33 ロングトレーン 牝3鹿 54 団野 大成�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 21：08．6クビ 5．5�
78 フ ォ ド ラ 牝3鹿 54 西村 淳也吉田 勝己氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 406± 0 〃 ハナ 10．5�
44 リ ン ゴ ア メ 牝3黒鹿55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 2 〃 クビ 29．7�
11 オールアットワンス 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 428－121：08．7	 6．3	
22 
 スーパーウーパー 牝3芦 54 松山 弘平�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 454－ 21：08．8クビ 32．3

79 リ メ ス 牡3栗 56 武 豊�桑田牧場 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 462± 01：09．01� 19．7�
67 ピースダンス 牝3黒鹿54 和田 竜二中平 和宏氏 森 秀行 新ひだか 下屋敷牧場 394－ 31：09．1	 165．8�
55 マイネルジェロディ 牡3青鹿56 川田 将雅 �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 446－ 81：09．31� 2．8
811 ハイプリーステス 牝3芦 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 田原橋本牧場 416＋ 21：09．83 265．0�
810� エムオーシャトル 牝3鹿 54 岩田 望来大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 市川牧場 438－ 21：10．01 7．4�
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売 得 金
単勝： 69，698，500円 複勝： 95，835，200円 枠連： 16，177，900円
馬連： 150，568，100円 馬単： 51，176，300円 ワイド： 88，778，300円
3連複： 175，648，900円 3連単： 226，939，500円 計： 874，822，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 170円 � 240円 枠 連（3－6） 1，470円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 450円 �� 720円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 18，400円

票 数

単勝票数 計 696985 的中 � 117010（2番人気）
複勝票数 計 958352 的中 � 151663（3番人気）� 161459（2番人気）� 90827（6番人気）
枠連票数 計 161779 的中 （3－6） 8474（7番人気）
馬連票数 計1505681 的中 �� 78806（5番人気）
馬単票数 計 511763 的中 �� 13855（9番人気）
ワイド票数 計 887783 的中 �� 52751（4番人気）�� 30583（11番人気）�� 33274（8番人気）
3連複票数 計1756489 的中 ��� 32771（16番人気）
3連単票数 計2269395 的中 ��� 8941（66番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―10．8―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．3―33．0―43．8―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスコルターレ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2020．6．7 阪神1着

2018．4．4生 牡3黒鹿 母 アスコルティ 母母 リ ッ ス ン 5戦3勝 賞金 45，020，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



04059 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第11競走 ��
��2，000�

に が わ

仁川ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，2．2．29以降3．2．21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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

24 マイネルユキツバキ 牡6鹿 56 川田 将雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 534± 02：04．5 9．1�

510� ロードレガリス 牡6黒鹿57 武 豊 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 524－ 22：04．6� 2．4�
714 モズアトラクション 	7栗 57 川須 栄彦 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 490－10 〃 ハナ 59．3�
611 ミヤジコクオウ 牡4青鹿55 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 516＋ 42：04．91� 9．6�
12 タ イ サ イ 牡5栗 54 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484± 0 〃 ハナ 43．7�
816 ネオブレイブ 牡5栗 54 酒井 学西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 520＋ 62：05．21� 57．4	
815 アッシェンプッテル 牝5鹿 53 藤岡 佑介 
フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 520± 0 〃 アタマ 9．2�
47 サンデーウィザード 牡9鹿 56 荻野 琢真巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 470± 02：05．83
 49．1�
713 ベストタッチダウン 牡5鹿 56 岩田 康誠 
社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 508＋ 4 〃 クビ 4．7
612 カセドラルベル 牝5鹿 53 幸 英明吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 552± 02：06．0� 9．8�
48 ダイシンインディー 牡5栗 54 岩田 望来大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 546± 02：06．42
 96．5�
11 テーオーエナジー 牡6栗 56 福永 祐一小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 524＋ 62：06．72 23．2�
59 マリオマッハー 牡4芦 54 松山 弘平サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 458＋ 2 〃 クビ 21．5�
35 メイショウマトイ 牡7鹿 53 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 496＋162：07．65 62．7�
36 � アポロテネシー 牡6鹿 54 松若 風馬アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

512＋ 22：07．91
 90．8�
23 � キングニミッツ 牡8栗 51 荻野 極吉田 勝利氏 小崎 憲 日高 新生ファーム 502± 02：09．17 389．7�
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売 得 金
単勝： 100，744，700円 複勝： 148，961，500円 枠連： 52，408，300円
馬連： 284，627，100円 馬単： 99，553，300円 ワイド： 218，286，100円
3連複： 508，666，700円 3連単： 525，219，800円 計： 1，938，467，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 230円 � 140円 � 1，010円 枠 連（2－5） 960円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 470円 �� 6，090円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 14，580円 3 連 単 ��� 107，870円

票 数

単勝票数 計1007447 的中 � 88081（3番人気）
複勝票数 計1489615 的中 � 164559（3番人気）� 364703（1番人気）� 26682（13番人気）
枠連票数 計 524083 的中 （2－5） 42040（4番人気）
馬連票数 計2846271 的中 �� 217108（2番人気）
馬単票数 計 995533 的中 �� 25135（8番人気）
ワイド票数 計2182861 的中 �� 129990（3番人気）�� 8671（55番人気）�� 23056（24番人気）
3連複票数 計5086667 的中 ��� 26149（44番人気）
3連単票数 計5252198 的中 ��� 3530（309番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―13．5―12．4―12．6―12．8―12．2―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．1―48．6―1：01．0―1：13．6―1：26．4―1：38．6―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

マイネルユキツバキ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．6．17 東京1着

2015．3．16生 牡6鹿 母 カメリアビジュ 母母 チケットトゥダンス 27戦6勝 賞金 133，459，000円
※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。
（非抽選馬） 7頭 アバルラータ号・カラクプア号・クリノフウジン号・デザートスネーク号・テーオーフォース号・バレリオ号・

フィードバック号

04060 2月27日 晴 良 （3阪神1） 第5日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・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
1：19．3
1：19．0

良
良

67 ルプリュフォール �5鹿 57 武 豊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 486－ 41：20．0 4．8�
79 メイショウドウドウ 牡6黒鹿 57

56 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 492± 01：20．2� 7．0�
68 プレシオーソ 牡4黒鹿57 川田 将雅 �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± 01：20．62� 5．2�
33 スマートクラージュ 牡4鹿 57 藤井勘一郎大川 徹氏 池江 泰寿 日高 いとう牧場 476－ 21：20．81	 2．7�
812 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 460－ 2 〃 アタマ 6．2�
811 ローランダー 牝4栗 55 中井 裕二山下 良子氏 湯窪 幸雄 熊本 本田 土寿 466± 01：20．9クビ 116．6	
22 エ グ レ ム ニ 牡4鹿 57 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム B482＋ 21：21．0� 14．3

11 ウインスピリタス 牡5鹿 57 松若 風馬�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 486－12 〃 ハナ 48．9�
55 メイショウシャチ 牡8鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 488＋ 41：21．1� 185．5�
44 イーサンティラノ 牡4黒鹿57 太宰 啓介国本 勇氏 昆 貢 新冠 佐藤 静子 442－121：21．2� 252．7
56 オーマイガイ 牡8栗 57 酒井 学廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 470－ 41：21．73 17．8�
710 ワンダーアフィラド 牡5鹿 57 川須 栄彦山本 能成氏 寺島 良 浦河 高昭牧場 B494－ 61：21．91 60．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 74，412，300円 複勝： 98，674，900円 枠連： 23，641，600円
馬連： 151，828，000円 馬単： 60，973，400円 ワイド： 97，223，400円
3連複： 199，420，600円 3連単： 262，294，000円 計： 968，468，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 180円 � 160円 枠 連（6－7） 810円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 650円 �� 530円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 17，290円

票 数

単勝票数 計 744123 的中 � 122585（2番人気）
複勝票数 計 986749 的中 � 136267（5番人気）� 136905（4番人気）� 168699（2番人気）
枠連票数 計 236416 的中 （6－7） 22539（3番人気）
馬連票数 計1518280 的中 �� 55271（10番人気）
馬単票数 計 609734 的中 �� 12396（17番人気）
ワイド票数 計 972234 的中 �� 36811（10番人気）�� 46793（9番人気）�� 58622（4番人気）
3連複票数 計1994206 的中 ��� 44023（12番人気）
3連単票数 計2622940 的中 ��� 10994（69番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．8―11．1―11．0―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．4―33．2―44．3―55．3―1：07．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．7
3 6（2，3，10）－1－（5，11）8－（4，9）－12，7 4 ・（6，3，10）2，1－（5，11）8（4，9）7，12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルプリュフォール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．17 京都1着

2016．3．7生 �5鹿 母 マイノチカラ 母母 シャンクシー 9戦3勝 賞金 31，500，000円
※ウインスピリタス号・ローランダー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3阪神1）第5日 2月27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 158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

235，540，000円
8，210，000円
27，560，000円
1，320，000円
28，530，000円
66，392，500円
4，345，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
635，894，300円
1，007，874，500円
193，390，100円
1，172，430，400円
491，811，800円
912，704，900円
1，764，597，000円
2，177，261，800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 8，355，964，800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5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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