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04061 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6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

813 パレドジュスティス 牝3芦 54 福永 祐一 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 458－ 21：56．1 3．6�
68 マリオンエール 牝3鹿 54 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 454± 01：56．84 2．0�
44 ジョリーブレス 牝3鹿 54 松若 風馬 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 448－ 61：57．33 9．5�
45 アサケレディ 牝3黒鹿54 和田 竜二大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 452± 0 〃 クビ 19．5�
57 レッツゴーアスク 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 462＋ 61：57．72 4．6	
22 プリティワヒネ 牝3栗 54 国分 恭介横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 512－ 41：58．02 29．7

69 ブルーモンターニュ 牝3鹿 54 酒井 学松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 490＋ 41：58．21� 57．9�
711 ローズトピアリー 牝3鹿 54 川須 栄彦�明栄商事 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 478－141：59．05 244．5�
812 ベ ニ ア カ ネ 牝3黒鹿54 吉田 隼人大森 悌次氏 羽月 友彦 浦河 �川 啓一 414－ 61：59．32 179．4
33 ワインセラー 牝3鹿 54 荻野 極飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B474 ―1：59．72 86．3�
11 ドナヴォルタ 牝3鹿 54 藤井勘一郎ディアレストクラブ� 石坂 公一 新ひだか グランド牧場 482＋ 62：01．410 61．6�
56 ワイルドヒロイン 牝3青 54 国分 優作�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 450 ―2：01．82� 112．0�
710 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 414－ 22：02．97 81．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，980，900円 複勝： 79，410，700円 枠連： 8，996，500円
馬連： 57，013，100円 馬単： 30，473，200円 ワイド： 50，635，200円
3連複： 90，521，600円 3連単： 123，940，700円 計： 476，971，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 190円 �� 450円 �� 300円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 359809 的中 � 78784（2番人気）
複勝票数 計 794107 的中 � 88540（2番人気）� 454473（1番人気）� 64431（4番人気）
枠連票数 計 89965 的中 （6－8） 15888（2番人気）
馬連票数 計 570131 的中 �� 112567（1番人気）
馬単票数 計 304732 的中 �� 26841（3番人気）
ワイド票数 計 506352 的中 �� 80702（1番人気）�� 24902（6番人気）�� 41426（3番人気）
3連複票数 計 905216 的中 ��� 88107（2番人気）
3連単票数 計1239407 的中 ��� 21750（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．9―51．4―1：04．9―1：18．3―1：31．0―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F37．8
1
3
9，10（1，7）（2，13）4（5，12）8－（6，11）＝3
9（10，13）（1，7，5，12，8）2（4，6，11）＝3

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

勝馬の
紹 介

パレドジュスティス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．11．1 京都17着

2018．5．11生 牝3芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 6戦1勝 賞金 5，870，000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〕 ドナヴォルタ号・ワイルドヒロイン号・メイショウチャイブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和3年3月31日まで平地競走に出走できない。

04062 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6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

35 ミッキークイック 牡3青鹿56 武 豊野田みづき氏 大久保龍志 浦河 有限会社
吉田ファーム 508－ 41：14．2 3．5�

11 サウンドウイッシュ 牡3黒鹿56 加藤 祥太増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 486＋ 61：14．62� 31．6�
815 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 458＋ 21：14．81� 5．0�
714 ティーティーゴー 牡3栗 56 福永 祐一康本 利幸氏 湯窪 幸雄 新冠 堤 牧場 470－ 21：14．9クビ 9．5�
611 セイウンノウヒメ 牝3青 54 国分 恭介西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 �川 啓一 454＋ 21：15．0� 171．6�
36 スターオブドーレ 牡3黒鹿56 荻野 琢真光安 了氏 田所 秀孝 日高 原田ファーム 466＋ 2 〃 クビ 133．4�
59 ム ジ ッ ク 牝3栗 54 長岡 禎仁	三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 478－ 21：15．21 13．9

24 サヴァビアン 牡3栗 56 幸 英明岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 420－ 61：15．51� 2．3�
23 � アイファーリンクス 牝3栗 54 藤井勘一郎中島 稔氏 �島 一歩 米 David G.

Campbell 482 ―1：16．03 148．6�
12 グルーヴライン 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 432－ 21：16．21	 19．2
713 カワキタオペラ 
3鹿 56 川須 栄彦川島 和範氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 B480－12 〃 クビ 135．8�
510 テイエムセレーナ 牝3黒鹿54 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 450－ 81：16．51� 27．4�
612 ヤマニンラッセル 牝3鹿 54 岡田 祥嗣土井 薫氏 浅見 秀一 日高 坂 牧場 470 ― 〃 クビ 204．4�
816 スマートスローン 牡3栗 56 酒井 学大川 徹氏 西園 正都 新ひだか 静内山田牧場 508 ―1：16．7� 80．1�
47 メイショウバベル 牡3黒鹿56 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 422 ―1：17．76 128．9�

（15頭）
48 アラタマリスト 牝3栗 54 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，168，600円 複勝： 57，052，000円 枠連： 10，473，100円
馬連： 63，558，400円 馬単： 29，970，700円 ワイド： 55，615，700円
3連複： 92，909，600円 3連単： 108，513，800円 計： 461，261，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 470円 � 160円 枠 連（1－3） 1，170円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 440円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 22，910円

票 数

単勝票数 差引計 431686（返還計 722） 的中 � 98561（2番人気）
複勝票数 差引計 570520（返還計 266） 的中 � 127544（2番人気）� 21436（8番人気）� 101183（3番人気）
枠連票数 差引計 104731（返還計 7 ） 的中 （1－3） 6935（5番人気）
馬連票数 差引計 635584（返還計 1413） 的中 �� 12981（13番人気）
馬単票数 差引計 299707（返還計 549） 的中 �� 4341（23番人気）
ワイド票数 差引計 556157（返還計 1198） 的中 �� 11298（13番人気）�� 35330（3番人気）�� 10464（16番人気）
3連複票数 差引計 929096（返還計 3171） 的中 ��� 14418（17番人気）
3連単票数 差引計1085138（返還計 3647） 的中 ��� 3433（76番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．6―12．4―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキークイック �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．2．6 中京3着

2018．5．13生 牡3青鹿 母 ミッキーポーチ 母母 ウエストコースト 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔出走取消〕 アラタマリスト号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔その他〕 ミッキークイック号は，最後の直線コースで内側および外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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） 2頭 ジュドヴァーグ号・プレジャジンク号
（非抽選馬） 5頭 ウォーバディ号・センスオブユニティ号・プロデューサー号・マラムレシュ号・リアルディール号

第１回 阪神競馬 第６日



04063 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6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

67 リ ヴ ェ ッ ト 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース上村 洋行 千歳 社台ファーム 480± 01：55．5 1．7�
11 ト ウ リ ュ ウ 牡3栗 56 小崎 綾也甘糟 麗子氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 448＋ 41：55．92� 5．2�
811 スズカルビコン 牡3栗 56 松若 風馬永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B498± 01：56．11 5．5�
78 メイショウケンジャ 牡3鹿 56 長岡 禎仁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 486± 01：56．31� 21．4�
33 モ ズ マ ゾ ク 牡3青 56 国分 優作 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 472－ 21：56．72� 184．8	
44 スリーケイエヌ 牡3栗 56 酒井 学永井商事� 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 464－ 41：56．8� 14．7

810 アレッサンドロ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 446－101：57．54 17．5�

22 スマートレガシー 牡3鹿 56 幸 英明大川 徹氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 528＋ 41：57．71� 10．6�
55 テイエムマグナム 牡3鹿 56 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 平取 有限会社中

田牧場 498＋161：57．8� 90．2
66 サンライズガナール 牡3黒鹿56 岩田 望来松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 524 ―1：59．410 33．1�
79 インヴァルナブル 牡3鹿 56 荻野 極加藤 誠氏 中竹 和也 日高 白井牧場 514－ 22：00．46 138．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，093，000円 複勝： 89，397，300円 枠連： 7，716，900円
馬連： 45，226，800円 馬単： 30，170，700円 ワイド： 42，365，100円
3連複： 67，790，300円 3連単： 126，626，100円 計： 442，386，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（1－6） 410円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 190円 �� 200円 �� 420円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，000円

票 数

単勝票数 計 330930 的中 � 147995（1番人気）
複勝票数 計 893973 的中 � 577093（1番人気）� 74500（2番人気）� 69766（3番人気）
枠連票数 計 77169 的中 （1－6） 14413（2番人気）
馬連票数 計 452268 的中 �� 79961（1番人気）
馬単票数 計 301707 的中 �� 36834（2番人気）
ワイド票数 計 423651 的中 �� 64206（1番人気）�� 55614（2番人気）�� 20841（6番人気）
3連複票数 計 677903 的中 ��� 78548（1番人気）
3連単票数 計1266261 的中 ��� 45802（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．7―13．3―12．8―12．4―12．6―13．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．2―51．5―1：04．3―1：16．7―1：29．3―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リ ヴ ェ ッ ト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．5 阪神3着

2018．5．18生 牡3鹿 母 ヌーベルバーグ 母母 マジックコード 4戦1勝 賞金 8，970，000円

04064 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時30分 （芝・右・外）

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
1：44．4
1：43．9

良
良

47 シ ュ レ ン ヌ 牝3鹿 54 岩田 望来中村 祐子氏 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 410 ―1：46．6 5．7�
611 ミスフィガロ 牝3鹿 54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 404± 01：46．7� 4．9�
59 プリュムドール 牝3栗 54 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：46．91� 4．2�
11 シュライエン 牝3黒鹿54 北村 友一�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 430－ 21：47．21� 7．3�
23 パルクールラン 牝3栗 54 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 392 ―1：47．3� 224．1	
12 ブルアモーレ 牝3黒鹿54 池添 謙一髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 61：47．4� 6．5

36 セ ラ ヴ ィ ー 牝3鹿 54 川田 将雅�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 406＋ 21：47．5� 5．7�
24 ア イ ド ゥ 牝3黒鹿54 小崎 綾也�谷岡牧場 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 446－ 61：47．6クビ 19．2�
510 グランボルドー 牝3鹿 54 加藤 祥太間宮 秀直氏 新谷 功一 浦河 村下農場 446 ― 〃 クビ 133．3
815 シンシアリダーリン 牝3鹿 54 太宰 啓介�G1レーシング 上村 洋行 安平 追分ファーム 444＋ 6 〃 クビ 106．1�
612 モラトリアム 牝3鹿 54 川須 栄彦安藤 晋平氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 430± 01：47．7クビ 37．8�
48 コスモチェントロ 牝3鹿 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 新冠 武田 修一 404＋ 4 〃 クビ 184．4�
713 ア ザ ル 牝3栗 54 城戸 義政ケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 430 ―1：48．01� 175．2�
816 サマースノー 牝3芦 54 酒井 学谷掛 龍夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム 400＋ 41：48．1� 248．1�
35 ルージュパルファン 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 380 ―1：48．31� 49．0�
714 エスジーリカチャン 牝3黒鹿54 和田 竜二後藤 貞夫氏 庄野 靖志 新冠 秋田牧場 436－ 41：48．4クビ 24．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，572，600円 複勝： 68，475，100円 枠連： 10，865，500円
馬連： 64，222，800円 馬単： 25，501，000円 ワイド： 54，130，500円
3連複： 90，021，200円 3連単： 95，844，500円 計： 449，633，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 170円 � 150円 枠 連（4－6） 1，470円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 730円 �� 520円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 14，470円

票 数

単勝票数 計 405726 的中 � 56529（4番人気）
複勝票数 計 684751 的中 � 85327（4番人気）� 107271（2番人気）� 126275（1番人気）
枠連票数 計 108655 的中 （4－6） 5707（8番人気）
馬連票数 計 642228 的中 �� 26062（8番人気）
馬単票数 計 255010 的中 �� 5270（14番人気）
ワイド票数 計 541305 的中 �� 18232（11番人気）�� 26656（3番人気）�� 34069（2番人気）
3連複票数 計 900212 的中 ��� 27738（3番人気）
3連単票数 計 958445 的中 ��� 4800（23番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．3―12．3―12．6―12．4―11．3―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．2―47．5―1：00．1―1：12．5―1：23．8―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ュ レ ン ヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Charnwood Forest 初出走

2018．1．18生 牝3鹿 母 ウッドランドドリーム 母母 Fantasy Girl 1戦1勝 賞金 5，100，000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 コートゴシップ号・ジャンドゥーヤ号



04065 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6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

47 アウスヴァール 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 昆 貢 日高 宝寄山 拓樹 478＋ 42：02．1 42．4�

510� アメリカンマッハ 牡3鹿 56 幸 英明 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

506＋ 4 〃 クビ 97．5�
612 エイカイステラ 牝3鹿 54 岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 442± 02：02．2クビ 3．1�
816 オ リ ノ コ 牡3黒鹿56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 476＋ 22：02．52 2．8�
23 ザレストノーウェア 牡3鹿 56 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458 ―2：02．6� 6．2�

（アドマイヤステラ）

12 アワーズオブラブ 牝3栗 54
53 ☆団野 大成市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 450－ 22：02．81� 209．7	
714 ヒ シ カ ム イ 牡3黒鹿56 池添 謙一阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 454 ― 〃 クビ 86．6

611 ア ン フ ィ ニ 牝3鹿 54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 杵臼牧場 466－162：02．9クビ 12．6�
36 アルディートクライ 牡3芦 56 北村 友一中塚 孝明氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 4．8�
11 レッドレジェーラ 牡3黒鹿56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B484－ 42：03．11� 37．6
713 ハギノピリナ 牝3青鹿54 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 468 ― 〃 ハナ 81．4�
24 ロードドレイク 牡3鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 440± 0 〃 ハナ 90．4�
59 レッドアムニス 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 538＋122：03．41� 32．2�
48 コートゴシップ 牝3芦 54 吉田 隼人ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－26 〃 アタマ 99．9�
815 ブラウンキュバン 牝3青鹿54 国分 恭介キャピタルクラブ 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 426－102：03．5クビ 480．9�
35 ニホンピロケープ 牝3栗 54 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 432＋ 62：04．03 339．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，861，900円 複勝： 62，584，300円 枠連： 13，037，500円
馬連： 83，159，000円 馬単： 33，466，000円 ワイド： 58，316，300円
3連複： 126，616，100円 3連単： 170，992，300円 計： 599，033，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，240円 複 勝 � 830円 � 1，520円 � 170円 枠 連（4－5） 15，610円

馬 連 �� 110，540円 馬 単 �� 236，780円

ワ イ ド �� 16，710円 �� 1，190円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 70，130円 3 連 単 ��� 1，239，690円

票 数

単勝票数 計 508619 的中 � 9578（8番人気）
複勝票数 計 625843 的中 � 16538（8番人気）� 8636（10番人気）� 132173（2番人気）
枠連票数 計 130375 的中 （4－5） 647（25番人気）
馬連票数 計 831590 的中 �� 583（67番人気）
馬単票数 計 334660 的中 �� 106（136番人気）
ワイド票数 計 583163 的中 �� 875（61番人気）�� 13025（10番人気）�� 5574（21番人気）
3連複票数 計1266161 的中 ��� 1354（101番人気）
3連単票数 計1709923 的中 ��� 100（967番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．8―13．1―12．7―12．7―12．4―12．0―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―36．6―49．7―1：02．4―1：15．1―1：27．5―1：39．5―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6
1
3
7，10（2，16）12（6，11，14）（5，8）4（3，9）13－1，15
7，10（2，16）（6，12）（5，11，9）14（4，8，3）1（15，13）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アウスヴァール �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．11．8 阪神4着

2018．2．22生 牡3黒鹿 母 カネツスペシャル 母母 カネツテンビー 3戦1勝 賞金 6，200，000円
※コートゴシップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04066 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6日 第6競走 1，400�3歳1勝クラス
発走12時50分 （ダート・右）

牝；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

12 クインズメリッサ 牝3鹿 54 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 新冠橋本牧場 466＋101：25．7 5．9�
24 メイショウマンサク 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好�氏 石橋 守 安平 �橋本牧場 522－ 2 〃 クビ 9．6�
23 ジ ェ セ ニ ア 牝3栗 54 川田 将雅椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470－ 21：26．02 4．8�
816 コモレビキラリ 牝3青鹿54 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 450－ 41：26．1� 6．9�
815 タマモヒメギミ 牝3鹿 54 北村 友一タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 474－101：26．31 27．6	
59 タマダイヤモンド 牝3青鹿54 川須 栄彦玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 480－ 2 〃 アタマ 134．2

48 エールソヴール 牝3黒鹿54 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 466－10 〃 ハナ 13．2�
612 チ カ リ ヨ ン 牝3鹿 54 武 豊松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476－ 21：26．4� 3．4�
47 マ ヤ ロ ー ザ 牝3栗 54 国分 優作まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 432＋ 41：26．5クビ 228．9�
35 タイセイエクセル 牝3栗 54 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 456－ 2 〃 ハナ 30．7�
510 アレナマエストロ 牝3栗 54 岩田 望来吉田 勝己氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：26．92� 47．6�
713 エコロマンボ 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 494－ 21：27．0クビ 32．6�
11 コスモクーシェリ 牝3芦 54 国分 恭介 ビッグレッドファーム 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 91：27．1� 55．6�
611 ケイツーマルカ 牝3鹿 54 幸 英明楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 484± 01：27．2クビ 48．9�
714 メイショウデージー 牝3鹿 54 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 林 孝輝 484－ 81：27．31 18．9�
36 スマートパサート 牝3鹿 54 吉田 隼人大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 桑田牧場 472－ 21：27．93� 23．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，155，200円 複勝： 70，346，300円 枠連： 15，974，500円
馬連： 77，720，200円 馬単： 30，090，100円 ワイド： 72，612，100円
3連複： 119，602，700円 3連単： 120，101，400円 計： 551，602，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 230円 � 180円 枠 連（1－2） 1，370円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 860円 �� 930円

3 連 複 ��� 7，360円 3 連 単 ��� 40，140円

票 数

単勝票数 計 451552 的中 � 60943（3番人気）
複勝票数 計 703463 的中 � 66926（5番人気）� 75201（4番人気）� 114745（2番人気）
枠連票数 計 159745 的中 （1－2） 9011（6番人気）
馬連票数 計 777202 的中 �� 16661（14番人気）
馬単票数 計 300901 的中 �� 3570（21番人気）
ワイド票数 計 726121 的中 �� 12819（15番人気）�� 22097（7番人気）�� 20124（8番人気）
3連複票数 計1196027 的中 ��� 12180（18番人気）
3連単票数 計1201014 的中 ��� 2169（102番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―12．0―12．4―12．6―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―34．6―47．0―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズメリッサ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Afleet Alex デビュー 2020．9．21 中京1着

2018．3．21生 牝3鹿 母 ケイアイアテナ 母母 Anna Sterz 2戦2勝 賞金 14，300，000円
※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 ジョーミニスター号



04067 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時20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

88 サイモンルモンド �4栗 56 幸 英明澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 440－ 41：53．0 5．0�
44 ジ ロ ー 牡4鹿 56 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 � 6．3�
77 ワイドレッジャドロ 牡4黒鹿56 和田 竜二幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 508－ 21：53．31� 2．2�
66 ヒミノブルー 牡5青鹿57 岩田 望来佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 540＋26 〃 ハナ 8．2�
55 サウンドテーブル 牡7黒鹿57 藤懸 貴志山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B512－ 21：54．25 31．6�
22 サンライズシェリー 牡4鹿 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 486＋161：54．41� 11．9�
11 ミャゴラーレ 牡4鹿 56 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 530－ 21：55．04 57．2	
33 クラウンデザイアー 牡4黒鹿 56

55 ☆団野 大成
クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 480－ 41：55．31� 5．9�
89 � シンゼンウイング �4黒鹿56 小崎 綾也原 陽子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 476－131：55．4クビ 45．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，026，300円 複勝： 44，628，900円 枠連： 7，059，400円
馬連： 51，481，800円 馬単： 28，566，000円 ワイド： 41，776，100円
3連複： 72，191，500円 3連単： 130，944，500円 計： 411，674，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連（4－8） 1，550円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 430円 �� 190円 �� 270円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 7，370円

票 数

単勝票数 計 350263 的中 � 55882（2番人気）
複勝票数 計 446289 的中 � 73866（3番人気）� 65538（4番人気）� 122973（1番人気）
枠連票数 計 70594 的中 （4－8） 3527（6番人気）
馬連票数 計 514818 的中 �� 26825（5番人気）
馬単票数 計 285660 的中 �� 7428（10番人気）
ワイド票数 計 417761 的中 �� 21312（6番人気）�� 62705（1番人気）�� 39001（3番人気）
3連複票数 計 721915 的中 ��� 75335（2番人気）
3連単票数 計1309445 的中 ��� 12868（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―37．4―50．4―1：02．8―1：15．2―1：27．8―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サイモンルモンド 
�
父 ダノンシャンティ 

�
母父 サクラローレル デビュー 2019．11．23 京都2着

2017．3．16生 �4栗 母 プレゼンスウーマン 母母 ステファーナ 12戦2勝 賞金 20，560，000円
〔制裁〕 サイモンルモンド号の騎手幸英明は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

04068 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6日 第8競走 ��
��2，400�4歳以上2勝クラス

発走13時50分 （芝・右・外）
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
2：24．1
2：20．6

良
良

66 アドマイヤポラリス 牡5鹿 57 福永 祐一近藤 旬子氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 490＋ 82：24．1 1．6�
22 ディバインフォース 牡5鹿 57 岩田 望来吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 468＋ 22：24．84 3．5�
33 エレヴァルアスール 牡5黒鹿57 松若 風馬�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B510± 0 〃 クビ 4．9�
11 プリマヴィスタ 牡4栗 56 北村 友一加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 22：25．22� 16．2�
77 ペルルドール 牝4栗 54 吉田 隼人寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 B468＋ 22：25．41	 58．5�
44 ジョウショームード 牡5黒鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 452＋ 62：25．61 21．1	
55 ピースマインド 牡8鹿 57 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 468± 02：26．66 33．7
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売 得 金
単勝： 36，263，300円 複勝： 39，110，100円 枠連： 発売なし
馬連： 41，075，600円 馬単： 35，885，600円 ワイド： 27，622，000円
3連複： 56，705，200円 3連単： 189，257，600円 計： 425，919，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 120円 �� 140円 �� 190円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 620円

票 数

単勝票数 計 362633 的中 � 176537（1番人気）
複勝票数 計 391101 的中 � 203002（1番人気）� 72251（2番人気）
馬連票数 計 410756 的中 �� 134524（1番人気）
馬単票数 計 358856 的中 �� 82622（1番人気）
ワイド票数 計 276220 的中 �� 64514（1番人気）�� 51514（2番人気）�� 29122（3番人気）
3連複票数 計 567052 的中 ��� 172274（1番人気）
3連単票数 計1892576 的中 ��� 219067（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．2―12．3―12．2―12．3―12．1―12．3―11．9―11．2―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―24．2―36．4―48．7―1：00．9―1：13．2―1：25．3―1：37．6―1：49．5―2：00．7―2：11．9

コーナー
通過順位

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

2
4
5－3，7－6＝1－2－4
5，3，6，7（1，2）－4

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤポラリス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．7．22 中京2着

2016．5．11生 牡5鹿 母 ソングオブサイレンス 母母 State Secret 16戦3勝 賞金 58，089，000円
※出走取消馬 クロカドッグ号（疾病〔右前裂蹄〕のため）



04069 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6日 第9競走 ��
��2，000�

こうなん

甲南ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

67 � ウインフォルティス 牡6鹿 57 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 508＋ 22：05．3 5．3�
44 シャンパンクーペ 牡5鹿 57 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B532＋ 42：05．4	 31．7�
55 フ ロ ー リ ン 牡6栗 57 岩田 望来ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 42：05．71
 8．3�
66 マイネルカイノン 牡6青鹿57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 22：05．91� 21．9�
79 クレスコブレイブ 牡7栗 57 酒井 学堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B526± 0 〃 ハナ 33．7�
810 エーティーラッセン 牡7鹿 57 古川 吉洋荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 524± 0 〃 アタマ 5．8	
78 ワイドソロモン 牡4栗 56 北村 友一幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 486－ 42：06．22 4．8

22 テンザワールド 牡7栗 57 福永 祐一天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B434＋ 82：06．62 3．7�
11 アスターマリンバ 牡4黒鹿56 団野 大成加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 528＋122：06．92 42．7�
33 ハギノリュクス 牝4黒鹿54 幸 英明日隈 良江氏 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442± 02：07．96 6．0
811 グレースゼット 牝5芦 55 吉田 隼人�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 502－ 62：09．28 123．4�
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売 得 金
単勝： 55，451，000円 複勝： 80，764，600円 枠連： 12，751，900円
馬連： 112，128，600円 馬単： 42，108，200円 ワイド： 81，919，000円
3連複： 162，094，700円 3連単： 216，858，000円 計： 764，076，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 670円 � 260円 枠 連（4－6） 5，160円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 10，540円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 660円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 11，750円 3 連 単 ��� 68，620円

票 数

単勝票数 計 554510 的中 � 83055（3番人気）
複勝票数 計 807646 的中 � 129371（2番人気）� 25661（8番人気）� 83273（6番人気）
枠連票数 計 127519 的中 （4－6） 1912（18番人気）
馬連票数 計1121286 的中 �� 14346（22番人気）
馬単票数 計 421082 的中 �� 2995（38番人気）
ワイド票数 計 819190 的中 �� 10909（22番人気）�� 33833（9番人気）�� 7023（33番人気）
3連複票数 計1620947 的中 ��� 10344（44番人気）
3連単票数 計2168580 的中 ��� 2291（243番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．6―49．1―1：02．2―1：15．6―1：28．1―1：40．5―1：52．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�ウインフォルティス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 マイネルラヴ

2015．4．12生 牡6鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 29戦3勝 賞金 75，142，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 シャンパンクーペ号の騎手中井裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）

04070 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6日 第10競走 ��
��2，200�すみれステークス（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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

88 ディープモンスター 牡3青鹿56 武 豊 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 452－ 42：12．4 1．4�
33 グロリアムンディ 牡3鹿 56 福永 祐一吉田 和美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 480－ 62：12．82	 5．1�
66 モンテディオ 牡3鹿 56 池添 謙一毛利 元昭氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 484± 02：12．9	 24．2�
22 セファーラジエル 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 522± 02：13．0クビ 16．8�
44 エ ス コ バ ル 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 496± 0 〃 ハナ 8．2	
77 スパイラルノヴァ 牡3黒鹿56 岩田 望来�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 474± 02：13．42	 10．0

55 サマーカナロア 牡3黒鹿56 幸 英明前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 千代田牧場 498－ 22：13．61 123．2�
11 テイエムタツマキ 牡3青鹿56 酒井 学竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 492± 02：13．81
 29．2�
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売 得 金
単勝： 86，493，600円 複勝： 227，210，900円 枠連： 発売なし
馬連： 133，016，900円 馬単： 81，063，800円 ワイド： 75，195，600円
3連複： 143，396，900円 3連単： 432，730，500円 計： 1，179，108，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 150円 �� 440円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 2，320円

票 数

単勝票数 計 864936 的中 � 478795（1番人気）
複勝票数 計2272109 的中 � 1766430（1番人気）� 167559（2番人気）� 44416（6番人気）
馬連票数 計1330169 的中 �� 410484（1番人気）
馬単票数 計 810638 的中 �� 193062（1番人気）
ワイド票数 計 751956 的中 �� 179439（1番人気）�� 36773（6番人気）�� 18922（12番人気）
3連複票数 計1433969 的中 ��� 89714（5番人気）
3連単票数 計4327305 的中 ��� 134793（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―10．9―12．7―13．6―12．5―12．4―12．1―11．7―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．1―34．0―46．7―1：00．3―1：12．8―1：25．2―1：37．3―1：49．0―2：00．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディープモンスター 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Bellamy Road デビュー 2020．10．31 京都1着

2018．3．5生 牡3青鹿 母 シスタリーラヴ 母母 Odylic 4戦3勝 賞金 41，507，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ディープモンスター号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻8分遅延。

１レース目



04071 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6日 第11競走 ��
��1，400�第65回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，2．2．29以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，2．2．28以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

阪急電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．3
1：19．0

良
良

48 レシステンシア 牝4鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：19．2レコード 2．4�
36 ミッキーブリランテ 牡5鹿 56 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：19．52 62．3�
713� ジャンダルム 牡6黒鹿56 荻野 極前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited B510± 01：19．6	 25．4�
510 インディチャンプ 牡6鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 ハナ 3．5�
12 ダノンファンタジー 牝5鹿 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476± 01：19．81
 3．1	
35 メイショウチタン 牡4黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 470－ 2 〃 アタマ 53．4

24 ロードアクア 牡5鹿 56 田中 健 �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 482＋ 21：20．01
 143．6�
611 ザイツィンガー 牡5芦 56 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 430－ 4 〃 クビ 222．2�
47 クリノガウディー 牡5栗 56 岩田 望来栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 500－ 21：20．1	 30．7
59 タマモメイトウ 牡5黒鹿56 古川 吉洋タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 500＋101：20．2クビ 560．1�
612 コンパウンダー 牡6黒鹿56 吉田 隼人ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 4 〃 クビ 388．1�
11 メイケイダイハード 牡6鹿 56 松若 風馬名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 550－ 4 〃 アタマ 113．3�
815 ブラックムーン 牡9鹿 56 藤井勘一郎 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 502－ 4 〃 ハナ 332．8�
816� メイショウキョウジ 牡6鹿 56 酒井 学松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 484＋ 21：20．3クビ 279．0�
23 カ ツ ジ 牡6鹿 57 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 504＋ 4 〃 クビ 47．0�
817 ベストアクター �7芦 56 団野 大成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋ 81：20．4	 26．2�
714 ト ラ イ ン 牡6鹿 56 池添 謙一大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 470＋101：20．5クビ 30．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 267，949，800円 複勝： 288，358，600円 枠連： 106，823，800円
馬連： 695，255，300円 馬単： 302，970，000円 ワイド： 450，672，500円
3連複： 1，339，077，200円 3連単： 2，006，458，000円 計： 5，457，565，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 860円 � 340円 枠 連（3－4） 2，330円

馬 連 �� 5，830円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 780円 �� 6，050円

3 連 複 ��� 20，690円 3 連 単 ��� 82，340円

票 数

単勝票数 計2679498 的中 � 884447（1番人気）
複勝票数 計2883586 的中 � 767814（1番人気）� 63060（10番人気）� 187786（4番人気）
枠連票数 計1068238 的中 （3－4） 35505（8番人気）
馬連票数 計6952553 的中 �� 92326（22番人気）
馬単票数 計3029700 的中 �� 29606（23番人気）
ワイド票数 計4506725 的中 �� 69084（19番人気）�� 156312（5番人気）�� 18433（38番人気）
3連複票数 計13390772 的中 ��� 48537（50番人気）
3連単票数 計20064580 的中 ��� 17665（194番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．4―11．2―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．0―45．4―56．6―1：07．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．8
3 8，13（4，7）（6，14）（1，5）（10，16）（3，2，12）17（9，11）15 4 ・（8，13）7（4，6，14）（5，10，16）（1，2，12，17）3，11，9，15

勝馬の
紹 介

レシステンシア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Lizard Island デビュー 2019．10．14 京都1着

2017．3．15生 牝4鹿 母 マラコスタムブラダ 母母 Mapul Wells 8戦4勝 賞金 249，721，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレシステンシア号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

04072 2月28日 晴 良 （3阪神1） 第6日 第12競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

510 トップオブメジャー 牡5栗 57 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 486＋ 21：24．4 43．0�
612� ハードカウント �6栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－ 61：24．82� 30．7�
35 � ロードアブソルート 牡5鹿 57 岩田 望来 �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 446＋10 〃 アタマ 8．8�
815 ダンケシェーン �6栗 57 古川 吉洋 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 478± 01：25．0	 7．5�
611 デルマカルヴァドス 牡6鹿 57 嶋田 純次浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B502－ 8 〃 クビ 238．8�
816 ミツカネプリンス 牡4芦 57 幸 英明小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 456± 0 〃 アタマ 17．3	
59 コンクエストシチー �9栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 464－ 4 〃 ハナ 78．4

714 メ ラ ナ イ ト �6青鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 470± 01：25．2	 5．4�
12 ダイメイギンガ 牝6栗 55 国分 優作宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 480－ 21：25．3� 183．0�
24 コマノゼニト 牡5鹿 57 川須 栄彦長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B478－ 21：25．51
 78．5
713 コマノバルーガ 牡5鹿 57 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 476－ 2 〃 ハナ 6．2�
48 デンコウリジエール 牡4鹿 57

56 ☆団野 大成田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 468－ 2 〃 アタマ 6．8�
11 メ ラ ン 牡5黒鹿57 松若 風馬中辻 明氏 奥村 豊 青森 谷川 博勝 526＋181：25．6クビ 54．7�
36 リバーシブルレーン 牡5青鹿57 藤井勘一郎吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 ハナ 172．0�
47 スエーニョブランコ 牝4芦 55 福永 祐一藤田 在子氏 上村 洋行 日高 天羽 禮治 500－ 21：25．92 2．9�
23 スマートアテナ 牝5栗 55 太宰 啓介大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 434－ 41：27．7大差 205．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，699，400円 複勝： 115，804，800円 枠連： 36，680，900円
馬連： 195，263，300円 馬単： 71，943，600円 ワイド： 141，229，500円
3連複： 302，721，900円 3連単： 357，532，200円 計： 1，305，875，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，300円 複 勝 � 1，230円 � 650円 � 350円 枠 連（5－6） 15，210円

馬 連 �� 54，610円 馬 単 �� 108，130円

ワ イ ド �� 14，060円 �� 5，120円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 76，080円 3 連 単 ��� 744，850円

票 数

単勝票数 計 846994 的中 � 15739（9番人気）
複勝票数 計1158048 的中 � 22959（9番人気）� 45868（8番人気）� 97468（6番人気）
枠連票数 計 366809 的中 （5－6） 1869（26番人気）
馬連票数 計1952633 的中 �� 2771（67番人気）
馬単票数 計 719436 的中 �� 499（135番人気）
ワイド票数 計1412295 的中 �� 2574（69番人気）�� 7136（39番人気）�� 8560（35番人気）
3連複票数 計3027219 的中 ��� 2984（162番人気）
3連単票数 計3575322 的中 ��� 348（1151番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．6―12．1―12．3―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．3―46．4―58．7―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F38．0
3 ・（8，12）（7，10，15）（11，13）3（16，14）4，5，6（1，2，9） 4 ・（8，12）（10，15）（7，13）11（16，14）（4，5，9）3（6，2）－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トップオブメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pure Prize デビュー 2019．1．14 京都3着

2016．2．10生 牡5栗 母 カウガールズドントクライ 母母 Emphatic Style 12戦3勝 賞金 36，142，000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。
（非当選馬） 2頭 クラサーヴィツァ号・ショウゲッコウ号

４レース目



（3阪神1）第6日 2月28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 155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

268，510，000円
7，790，000円
28，610，000円
1，440，000円
32，310，000円
66，084，000円
4，551，500円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
814，715，600円
1，223，143，600円
230，380，000円
1，619，121，800円
742，208，900円
1，152，089，600円
2，663，648，900円
4，079，799，600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 12，525，108，000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6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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