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04001 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時00分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

811 ランスオブウェイブ 牝3鹿 54 団野 大成五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 41：55．0 7．4�
68 タマモタップダンス 牝3栗 54 川田 将雅タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 480－101：55．1� 2．2�
22 ラ ピ ド ゥ ス 牝3鹿 54 西村 淳也�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 482＋ 41：55．95 16．7�
710 ケ デ シ ュ 牝3黒鹿54 武 豊�ヤナガワ牧場 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 482＋121：56．21� 2．3�
79 サンパティーク 牝3黒鹿54 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 ハナ 65．1	
56 ブランクペイジ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416－ 21：56．94 37．6

11 アルフワイラ 牝3黒鹿54 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 502＋ 21：57．85 10．7�
44 プラウドリネージュ 牝3鹿 54 酒井 学フィールドレーシング 四位 洋文 日高 日高大洋牧場 426－ 41：58．65 64．6�
33 オーマイラヴアスク 牝3鹿 54 富田 暁廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 株式会社

ASK STUD 484－ 21：59．77 511．8
812 ラブバラード 牝3栗 54 北村 宏司 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 412－ 22：01．410 379．1�
55 トーホウディアマン 牝3鹿 54 和田 竜二東豊物産� 高橋 亮 新冠 ハクレイファーム B436－ 22：01．93 78．0�
67 テイエムサンレディ 牝3青鹿54 田中 健竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 430＋ 22：02．43 341．4�
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売 得 金
単勝： 32，183，400円 複勝： 48，658，300円 枠連： 7，358，200円
馬連： 45，006，900円 馬単： 27，486，400円 ワイド： 43，707，300円
3連複： 74，821，600円 3連単： 114，942，000円 計： 394，164，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 170円 � 110円 � 250円 枠 連（6－8） 520円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 280円 �� 810円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 11，180円

票 数

単勝票数 計 321834 的中 � 34674（3番人気）
複勝票数 計 486583 的中 � 57308（3番人気）� 194239（1番人気）� 30744（5番人気）
枠連票数 計 73582 的中 （6－8） 10780（2番人気）
馬連票数 計 450069 的中 �� 56739（2番人気）
馬単票数 計 274864 的中 �� 11889（6番人気）
ワイド票数 計 437073 的中 �� 45566（2番人気）�� 12465（10番人気）�� 21634（5番人気）
3連複票数 計 748216 的中 ��� 32168（6番人気）
3連単票数 計1149420 的中 ��� 7450（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―38．0―50．6―1：03．2―1：16．0―1：28．8―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3
11（8，10）5（6，7）（1，2）－（3，4，12）－9
11（8，10）（6，1）－2，5，7，4－（3，12，9）

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

勝馬の
紹 介

ランスオブウェイブ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2022．1．10 中京3着

2019．2．18生 牝3鹿 母 ラストアロー 母母 サンヨウアロー 3戦1勝 賞金 8，000，000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〕 ラブバラード号・トーホウディアマン号・テイエムサンレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，令和4年3月12日まで平地競走に出走できない。

04002 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第2競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

55 � マスキエッタ 牝3鹿 54 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米

Mt. Brilliant
Broodmares II,
LLC

464± 01：14．5 1．7�
77 ブラックサウザー 牡3青 56 国分 恭介今井 優氏 大根田裕之 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 418－ 41：14．71� 231．0�
78 エムリエール 牡3鹿 56 城戸 義政村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 杵臼斉藤牧場 462＋ 41：14．8� 22．1�
22 メイショウトール 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 様似 中脇 一幸 476± 01：14．9クビ 25．8�
11 アルマイメル 牡3鹿 56 北村 宏司ケーエスHD 武 英智 新冠 小泉牧場 470＋ 8 〃 アタマ 2．8�
66 アマノカイザー 牡3鹿 56 国分 優作中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 460－ 61：15．0� 160．0	
810� ブラヴィーノ 牡3栗 56 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 石坂 公一 米

Jay Goodwin, Lu-
cas Marquardt &
Rick Smith

432＋ 61：15．1� 6．3

89 � エレクトロワールド 牝3鹿 54 団野 大成山口 裕介氏 吉岡 辰弥 米 Farm Ⅲ

Enterprises 428± 01：15．52� 21．6�
33 キ ン ザ ン 牡3鹿 56 川須 栄彦幅田 京子氏 奥村 豊 日高 サンバマウン

テンファーム 476＋181：15．6� 54．0�
44 シゲルカンガルー 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 三好牧場 B484＋ 81：15．91� 44．3
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売 得 金
単勝： 36，012，300円 複勝： 64，644，600円 枠連： 8，620，900円
馬連： 42，261，600円 馬単： 23，801，000円 ワイド： 38，185，700円
3連複： 64，413，100円 3連単： 104，403，700円 計： 382，342，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 2，220円 � 470円 枠 連（5－7） 2，110円

馬 連 �� 18，440円 馬 単 �� 24，310円

ワ イ ド �� 4，940円 �� 790円 �� 19，820円

3 連 複 ��� 61，070円 3 連 単 ��� 253，150円

票 数

単勝票数 計 360123 的中 � 161957（1番人気）
複勝票数 計 646446 的中 � 382904（1番人気）� 3038（10番人気）� 16460（6番人気）
枠連票数 計 86209 的中 （5－7） 3154（4番人気）
馬連票数 計 422616 的中 �� 1776（24番人気）
馬単票数 計 238010 的中 �� 734（38番人気）
ワイド票数 計 381857 的中 �� 1943（28番人気）�� 13219（7番人気）�� 479（41番人気）
3連複票数 計 644131 的中 ��� 791（65番人気）
3連単票数 計1044037 的中 ��� 299（310番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．7―12．5―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．6―37．3―49．8―1：01．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マスキエッタ �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Dynaformer デビュー 2022．1．8 中京2着

2019．3．25生 牝3鹿 母 Star Billing 母母 Topliner 3戦1勝 賞金 8，900，000円

第１回 阪神競馬 第１日

追 加 記 事（第 1回中京競馬第 6日第 11 競走）
〔その他〕　　クラヴェル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　クラヴェル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和 4年 2

月 16 日まで出走できない。



04003 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

810 ノットゥルノ 牡3鹿 56 武 豊金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 512＋ 41：53．7 1．6�

11 プラチナドリーム 牡3鹿 56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B462－ 21：54．55 5．2�
89 サ イ ラ ス 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516－ 41：55．35 8．4�
22 ミステリーボックス �3栗 56 西村 淳也松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 502－ 41：55．72� 15．0�
78 アンジュレイ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462－ 41：56．34 29．5�
44 ミヤジタンジロウ 牡3鹿 56 団野 大成曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 514＋ 61：56．82� 83．6	
66 バンクロール 牡3鹿 56 田中 健
畠山牧場 田中 克典 新ひだか 畠山牧場 454－ 21：56．9� 5．3�
77 エーティーシリウス 牡3鹿 56 富田 暁荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 440－ 81：57．01 41．9�
33 クラウンアポロン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 454－ 41：58．17 343．4
55 シゲルオオカミ 牡3黒鹿56 藤井勘一郎森中 蕃氏 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 450－ 41：58．95 303．7�
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売 得 金
単勝： 30，222，000円 複勝： 37，680，700円 枠連： 6，827，200円
馬連： 36，265，300円 馬単： 22，866，700円 ワイド： 37，020，700円
3連複： 57，177，500円 3連単： 96，817，200円 計： 324，877，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（1－8） 360円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 200円 �� 260円 �� 410円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 2，150円

票 数

単勝票数 計 302220 的中 � 148113（1番人気）
複勝票数 計 376807 的中 � 136958（1番人気）� 60625（3番人気）� 46342（4番人気）
枠連票数 計 68272 的中 （1－8） 14561（2番人気）
馬連票数 計 362653 的中 �� 56881（2番人気）
馬単票数 計 228667 的中 �� 27050（2番人気）
ワイド票数 計 370207 的中 �� 54522（1番人気）�� 35798（3番人気）�� 20016（7番人気）
3連複票数 計 571775 的中 ��� 48074（3番人気）
3連単票数 計 968172 的中 ��� 32606（4番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―13．8―12．7―12．6―12．4―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―38．3―51．0―1：03．6―1：16．0―1：28．4―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノットゥルノ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．12．25 阪神4着

2019．4．16生 牡3鹿 母 シェイクズセレナーデ 母母 Desert Stormer 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルオオカミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月12日まで平地競

走に出走できない。

04004 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第4競走 ��1，200�3歳新馬
発走11時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

611 メイショウクリフト 牡3鹿 56 福永 祐一松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 454 ―1：14．2 2．1�
612 クラウンスター �3黒鹿56 藤井勘一郎田島 政光氏 飯田 雄三 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450 ―1：14．94 76．5�
47 テイエムファクター 牡3鹿 56 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 林 孝輝 480 ―1：15．11� 22．8�
12 シャイニーロッサ 牝3鹿 54 川須 栄彦小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 426 ― 〃 クビ 53．7�
48 ハクサンチェイス 牡3鹿 56 和田 竜二河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 464 ―1：15．41� 22．3�
36 ヤマノミドリ 牝3鹿 54 幸 英明泉 一郎氏 中尾 秀正 新ひだか 沖田 哲夫 502 ―1：15．5クビ 12．4�
23 ウイングブラボー 牡3鹿 56 小牧 太池田 實氏 服部 利之 日高 沖田牧場 446 ―1：15．6� 65．1	
714 ツ ン デ レ 牝3芦 54 荻野 琢真内田 玄祥氏 牧田 和弥 日高 ノースガーデン 510 ―1：15．7� 45．1

816 ヨハマンゾクジャ 牝3栗 54 北村 宏司 �キャピタル・システム 牧田 和弥 日高 前野牧場 464 ―1：15．8� 7．8�
35 ラミアヴィータ 牝3栗 54 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：16．33 5．8
24 マ イ メ ロ 牝3栗 54 国分 恭介山本 晋也氏 茶木 太樹 新冠 村上牧場 384 ―1：16．61� 178．0�
510 チョウザメノコ 牡3鹿 56 酒井 学矢野 琢也氏 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 468 ―1：16．7� 16．3�
713 クイーンイレブン 牝3黒鹿54 森 裕太朗吉野加壽代氏 藤沢 則雄 日高 沖田牧場 470 ―1：17．12� 237．0�
11 ソ ー ラ ス 牝3鹿 54 団野 大成吉田 千津氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 466 ―1：17．2� 6．4�
59 ステラナトゥーラ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希�髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 448 ― 〃 クビ 53．1�
815 スマートアメトリン 牝3鹿 54 西村 淳也大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 368 ―1：20．2大差 193．2�
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売 得 金
単勝： 28，511，000円 複勝： 33，062，400円 枠連： 9，122，400円
馬連： 39，113，400円 馬単： 18，714，900円 ワイド： 34，846，400円
3連複： 61，701，800円 3連単： 67，111，800円 計： 292，184，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 1，350円 � 600円 枠 連（6－6） 6，730円

馬 連 �� 6，760円 馬 単 �� 8，170円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 920円 �� 5，910円

3 連 複 ��� 26，450円 3 連 単 ��� 101，570円

票 数

単勝票数 計 285110 的中 � 105365（1番人気）
複勝票数 計 330624 的中 � 89476（1番人気）� 4710（13番人気）� 11407（8番人気）
枠連票数 計 91224 的中 （6－6） 1049（20番人気）
馬連票数 計 391134 的中 �� 4484（22番人気）
馬単票数 計 187149 的中 �� 1716（26番人気）
ワイド票数 計 348464 的中 �� 4425（22番人気）�� 10090（8番人気）�� 1472（51番人気）
3連複票数 計 617018 的中 ��� 1749（72番人気）
3連単票数 計 671118 的中 ��� 479（278番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．5―12．4―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．3―36．8―49．2―1：01．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウクリフト �
�
父 シルバーステート �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2019．4．23生 牡3鹿 母 メイショウレクセラ 母母 ダンシングハピネス 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートアメトリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月12日まで平地競

走に出走できない。



04005 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

33 マイシンフォニー 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：46．6 2．3�
57 ヴィスパメンテ 牝3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：46．71 2．3�
11 エイシンクリード 牝3鹿 54 酒井 学�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 446－ 21：47．02 27．5�
56 スマートドラフト 牝3鹿 54 団野 大成大川 徹氏 石橋 守 日高 いとう牧場 432－ 61：47．1クビ 10．1�
45 デ ミ 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 和美氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム 414－ 61：47．2� 13．8	
812 テーオーアリエス 牝3黒鹿54 西村 淳也小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 クビ 14．9

68 セットリスト 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：47．51� 51．1�
22 スクリーンアピール 牝3鹿 54 長岡 禎仁 KRジャパン 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 クビ 61．4�
813 ハルカナネガイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎上茶谷 一氏 畑端 省吾 日高 坂東ファーム 412－ 8 〃 アタマ 63．2
44 ヴァルサーガ 牝3栗 54 国分 恭介杉山 忠国氏 西園 正都 新ひだか 明治牧場 398＋ 21：47．6クビ 320．8�
710 ピ キ プ ア 牝3鹿 54 川須 栄彦山口 正行氏 新谷 功一 浦河 田中スタッド 432＋ 21：48．13 88．9�
711 メイケイカリーナ 牝3芦 54 富田 暁名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 474 ―1：48．41� 88．8�
69 ルールザウイングス 牝3鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 492＋101：49．67 23．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，227，600円 複勝： 59，189，400円 枠連： 12，224，100円
馬連： 58，520，100円 馬単： 29，067，700円 ワイド： 59，208，000円
3連複： 98，991，300円 3連単： 116，518，600円 計： 474，946，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 130円 � 370円 枠 連（3－5） 220円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 180円 �� 440円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 3，270円

票 数

単勝票数 計 412276 的中 � 139424（2番人気）
複勝票数 計 591894 的中 � 196284（1番人気）� 122207（2番人気）� 22937（7番人気）
枠連票数 計 122241 的中 （3－5） 41340（1番人気）
馬連票数 計 585201 的中 �� 161819（1番人気）
馬単票数 計 290677 的中 �� 40906（1番人気）
ワイド票数 計 592080 的中 �� 104459（1番人気）�� 30937（4番人気）�� 20806（9番人気）
3連複票数 計 989913 的中 ��� 70407（4番人気）
3連単票数 計1165186 的中 ��� 25800（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．6―12．2―12．3―12．2―11．8―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．5―47．7―1：00．0―1：12．2―1：24．0―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．4
3 9（6，8）（3，5，12）2（1，10）（4，13）－7，11 4 ・（9，6，8）（3，5，12）（2，1，10）（4，13）7－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイシンフォニー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Salt Lake デビュー 2021．6．19 東京4着

2019．3．28生 牝3青鹿 母 テディーズプロミス 母母 Braids and Beads 4戦1勝 賞金 9，070，000円

04006 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第6競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816� コンクパール 牝3栗 54 福永 祐一前田 幸大氏 中竹 和也 米 Triemore
Stud 478－ 81：24．8 4．3�

510 レッドゲイル 牡3栗 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 信岡牧場 464＋ 81：25．01 3．4�
47 クロジシジョー 牡3青鹿56 柴山 雄一河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 434＋ 2 〃 クビ 7．1�
12 プルートマスター 牡3青鹿56 武 豊吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488± 01：25．21� 15．1�
24 ヒロノシュン �3芦 56 北村 宏司高原 将浩氏 川村 禎彦 日高 シンボリ牧場 498－ 41：25．41� 15．9�
612 ナインティゴット 牡3鹿 56 富田 暁後藤 進氏 武 英智 新冠 松浦牧場 494－ 21：25．5� 3．6	
48 トーホウデュラン 牡3栗 56 和田 竜二東豊物産� 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 476± 01：25．6アタマ 38．9

611 シンリミテス 牡3鹿 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 静内フジカワ牧場 484＋ 21：26．02� 65．5�
36 ビーアイオラクル 牡3鹿 56 酒井 学礒川 正明氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 478－ 2 〃 クビ 99．5�
35 � アルムマッツ 牡3芦 56 西村 淳也加藤 誠氏 中竹 和也 米 Chester Broman &

Mary R. Broman 476± 01：26．1� 97．1
23 バンドールロゼ 牡3栗 56 高倉 稜 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 472－ 21：26．31� 235．6�
11 オメガブルーム 牡3芦 56 横山 典弘原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 484＋141：26．4クビ 19．3�
714 バ ル ム ン ク 牡3栗 56 団野 大成兼松 康太氏 池添 学 日高 アイズスタッド株式会社 514± 01：26．61� 18．8�
815 オラヴェリタス 牡3黒鹿56 藤岡 佑介杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 B496＋ 2 〃 クビ 103．8�
59 テイエムランウェイ 牡3栗 56 中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK B482－ 41：26．91
 290．1�
713 ヤマイチエスポ 牝3鹿 54 秋山真一郎坂本 肇氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 472＋ 81：27．11� 396．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，538，800円 複勝： 66，089，200円 枠連： 13，257，200円
馬連： 70，950，700円 馬単： 28，325，600円 ワイド： 68，278，700円
3連複： 112，689，300円 3連単： 105，996，000円 計： 510，125，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 150円 � 180円 枠 連（5－8） 1，140円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 410円 �� 550円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 11，520円

票 数

単勝票数 計 445388 的中 � 82596（3番人気）
複勝票数 計 660892 的中 � 93141（3番人気）� 130509（2番人気）� 89252（4番人気）
枠連票数 計 132572 的中 （5－8） 8959（5番人気）
馬連票数 計 709507 的中 �� 54924（3番人気）
馬単票数 計 283256 的中 �� 9578（6番人気）
ワイド票数 計 682787 的中 �� 44557（4番人気）�� 31387（5番人気）�� 30981（6番人気）
3連複票数 計1126893 的中 ��� 28353（5番人気）
3連単票数 計1059960 的中 ��� 6670（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．4―46．8―59．3―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コンクパール �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Bernardini デビュー 2021．6．5 東京2着

2019．2．12生 牝3栗 母 A Z Warrior 母母 Carson Jen 7戦2勝 賞金 19，246，000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） 3頭 ペプチドアケボシ号・ライラボンド号・ワガンセ号



04007 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

66 ラボンダンス 牝5栗 55 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502＋ 41：55．8 2．2�

33 ウォーターアンク 牝4栗 54 西村 淳也山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486± 01：56．11� 5．9�
77 クリノニキータ 牝5鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 486＋ 2 〃 アタマ 4．8�
55 � レヴィーアクイーン 牝4鹿 54 酒井 学奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム B480－ 4 〃 クビ 7．1�
11 マ ヤ ロ ー ザ 牝4栗 54 和田 翼�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 438＋ 21：56．31 38．3	
88 ラヴベローナ 牝7鹿 55 和田 竜二菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B498± 01：56．61� 38．6

22 スマイルガール 牝5鹿 55 藤岡 佑介首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 438＋ 4 〃 アタマ 4．3�
44 ペリトモレノ 牝5鹿 55 城戸 義政�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 484－181：56．92 166．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 32，331，300円 複勝： 36，291，700円 枠連： 発売なし
馬連： 41，598，500円 馬単： 25，878，300円 ワイド： 33，531，600円
3連複： 59，332，800円 3連単： 118，951，700円 計： 347，915，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 220円 �� 200円 �� 350円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，050円

票 数

単勝票数 計 323313 的中 � 116618（1番人気）
複勝票数 計 362917 的中 � 138832（1番人気）� 56575（2番人気）� 48438（4番人気）
馬連票数 計 415985 的中 �� 58488（3番人気）
馬単票数 計 258783 的中 �� 24734（3番人気）
ワイド票数 計 335316 的中 �� 39836（3番人気）�� 46042（2番人気）�� 21436（5番人気）
3連複票数 計 593328 的中 ��� 69311（2番人気）
3連単票数 計1189517 的中 ��� 42051（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―39．2―52．7―1：05．8―1：18．7―1：31．2―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．1
1
3
1，5－8（6，7）2（3，4）
1，5，8（6，7）（2，3）4

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

勝馬の
紹 介

ラボンダンス 
�
父 タートルボウル 

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2019．11．9 京都4着

2017．4．16生 牝5栗 母 トラディション 母母 シネマスコープ 21戦2勝 賞金 29，370，000円

04008 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第8競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

23 ミッキークイック 牡4青鹿57 和田 竜二野田みづき氏 大久保龍志 浦河 有限会社
吉田ファーム 506＋ 81：25．2 7．4�

815 ヴ ア ー サ 牡4青 57 団野 大成本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 460± 0 〃 クビ 2．7�
612 セイイーグル �8鹿 57 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 宮本 博 千歳 社台ファーム 460＋ 21：25．3クビ 6．8�
510 タイセイアーメット 牡4栗 57 西村 淳也田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 484＋ 81：25．51� 42．9�
59 セカンドエフォート 牡9青鹿57 藤井勘一郎 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：26．03 41．1	
816 ゴットゴーゴー 牝4黒鹿55 富田 暁後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 21：26．1クビ 27．5

611 ロードグリュック 牡5鹿 57 川須 栄彦 �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 B468± 01：26．41	 36．9�
714 サトノスカイターフ 牡4鹿 57 幸 英明 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋ 8 〃 ハナ 3．6�
47 スターファイター 牡5鹿 57 中井 裕二 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 478－ 21：26．5クビ 99．2
36 
 ゼットセントラル �6黒鹿57 荻野 琢真高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 520＋ 4 〃 クビ 246．7�
12 
 フリークボンバー 牡5黒鹿 57

53 ★古川 奈穂吉永 清美氏 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 486± 0 〃 ハナ 44．4�
713
 エクストラノート 牡5栗 57 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 坂口 智康 新ひだか 岡田スタツド B472－ 21：26．6クビ 37．4�
24 
 ヒメノジャッカル 牡5鹿 57 加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 458＋101：26．71 522．7�
11 エストレラブレイン 牡4栗 57 藤岡 佑介エンジェルレーシング� 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 530＋ 81：26．8� 10．5�
35 
 リュクスレジェンド 牝5鹿 55 藤懸 貴志田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 462＋ 61：26．9クビ 225．4�
48 ダイメイイースター 牝4黒鹿55 柴山 雄一宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 B462＋ 61：27．53� 20．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，698，500円 複勝： 49，469，300円 枠連： 13，162，600円
馬連： 65，872，900円 馬単： 27，901，000円 ワイド： 63，466，300円
3連複： 111，779，900円 3連単： 109，702，700円 計： 476，053，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 130円 � 200円 枠 連（2－8） 810円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 410円 �� 800円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 20，890円

票 数

単勝票数 計 346985 的中 � 37217（4番人気）
複勝票数 計 494693 的中 � 66712（3番人気）� 116453（1番人気）� 53510（4番人気）
枠連票数 計 131626 的中 （2－8） 12493（2番人気）
馬連票数 計 658729 的中 �� 48278（2番人気）
馬単票数 計 279010 的中 �� 7872（8番人気）
ワイド票数 計 634663 的中 �� 41356（2番人気）�� 19355（7番人気）�� 31510（3番人気）
3連複票数 計1117799 的中 ��� 29557（5番人気）
3連単票数 計1097027 的中 ��� 3806（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．9―48．2―1：00．3―1：12．3

コーナー
通過順位

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

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4青鹿 母 ミッキーポーチ 母母 ウエストコースト 11戦2勝 賞金 18，820，000円
〔その他〕 ダイメイイースター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ダイメイイースター号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年3月12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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 コングールテソーロ号



04009 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第9競走 ��1，800�
か す が

春 日 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）

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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

44 ロ ッ ク ユ ー �4青鹿56 福永 祐一石川 達絵氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 B434－ 21：46．7 4．3�
22 セ ン ト ウ ル 牡6黒鹿57 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 484－ 21：46．91 5．8�
66 ミスフィガロ 牝4鹿 54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 420－ 2 〃 アタマ 1．8�
77 セグレドスペリオル 牡6鹿 57 藤懸 貴志名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 クビ 57．2�
33 オーマイダーリン 牝5鹿 55 和田 竜二廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 482± 01：47．11� 4．3�
88 リトルクレバー 牡5鹿 57 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 466± 01：47．31� 28．8	
11 ネバーゴーンアウト �5青鹿57 西村 淳也岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 中田 英樹 484－141：47．82� 56．6

55 	 オレオレサララ 牝5鹿 55 団野 大成トニー倶楽部 森 秀行 浦河 ミルファーム 520＋121：49．29 159．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，225，600円 複勝： 97，946，200円 枠連： 発売なし
馬連： 60，428，500円 馬単： 38，074，000円 ワイド： 43，391，000円
3連複： 78，847，100円 3連単： 213，929，600円 計： 575，842，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 270円 �� 180円 �� 200円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 432256 的中 � 79874（3番人気）
複勝票数 計 979462 的中 � 65205（4番人気）� 67024（3番人気）� 709722（1番人気）
馬連票数 計 604285 的中 �� 37528（6番人気）
馬単票数 計 380740 的中 �� 14398（7番人気）
ワイド票数 計 433910 的中 �� 35368（4番人気）�� 68659（2番人気）�� 56543（3番人気）
3連複票数 計 788471 的中 ��� 136191（3番人気）
3連単票数 計2139296 的中 ��� 33508（16番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．1―11．9―11．9―11．7―11．5―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．2―49．1―1：01．0―1：12．7―1：24．2―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．0
3 1，5（4，7）（2，8）3－6 4 1（4，5，7）（2，8）3－6

勝馬の
紹 介

ロ ッ ク ユ ー �

父 ディープインパクト �


母父 Galileo デビュー 2020．12．13 阪神4着

2018．3．25生 �4青鹿 母 シャンロッサ 母母 Palacoona 7戦3勝 賞金 29，089，000円
〔制裁〕 セグレドスペリオル号の騎手藤懸貴志は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

04010 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第10競走 ��
��2，000�

た じ ま

但馬ステークス
発走15時00分 （芝・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
賞 品

本 賞 12，900，000
12，900，000

円
円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円

付 加 賞 117，000
117，000

円
円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

11 ア ル サ ト ワ 牡5鹿 57 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510－ 82：00．0 11．4�

22 カイザーバローズ 牡4青鹿56 川田 将雅猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 444－ 2 〃 同着 2．2�
55 � エアサージュ 牡4鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米 Winches-

ter Farm 530＋162：00．1	 2．1�
33 イ ル マ タ ル 牝6鹿 55 武 豊吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 474＋ 42：00．52	 8．3�
44 ル ヴ ァ ン 牡5鹿 57 西村 淳也 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B484＋ 8 〃 クビ 47．3	
66 キングスタイル 牝5黒鹿55 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 田中 克典 新ひだか 藤原牧場 416＋ 42：00．6
 77．5

77 ニホンピロスクーロ �5青鹿57 高倉 稜小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 504＋ 8 〃 アタマ 12．8�
88 ウィナーポイント 牝7黒鹿55 団野 大成岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 424－102：00．7	 84．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 54，580，500円 複勝： 59，675，000円 枠連： 発売なし
馬連： 86，884，000円 馬単： 45，066，400円 ワイド： 54，600，200円
3連複： 107，788，200円 3連単： 246，901，600円 計： 655，495，900円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

400円
140円 複 勝 �

�
160円
110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，380円 馬 単 ��
��

1，650円
940円

ワ イ ド �� 320円 ��
��

360円
140円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ���
���

4，270円
2，260円

票 数

単勝票数 計 545805 的中 � 38226（4番人気）� 196760（2番人気）
複勝票数 計 596750 的中 � 40386（5番人気）� 262790（1番人気）� 160627（2番人気）
馬連票数 計 868840 的中 �� 48699（6番人気）
馬単票数 計 450664 的中 �� 10050（12番人気）�� 18279（6番人気）
ワイド票数 計 546002 的中 �� 36613（5番人気）�� 30980（7番人気）�� 128658（1番人気）
3連複票数 計1077882 的中 ��� 131834（3番人気）
3連単票数 計2469016 的中 ��� 20781（30番人気）��� 39793（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．2―37．1―49．8―1：02．0―1：14．1―1：25．8―1：37．0―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル サ ト ワ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．12．15 阪神7着

2017．2．26生 牡5鹿 母 ポップアイコン 母母 ピンクタートル 14戦4勝 賞金 45，727，000円
カイザーバローズ 

�
父 ディープインパクト 

�
母父 Storm Cat デビュー 2021．2．6 東京1着

2018．3．29生 牡4青鹿 母 ジ ェ ニ サ 母母 Tizdubai 7戦4勝 賞金 49，131，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



04011 2月12日 晴 良 （4阪神1） 第1日 第11競走 ��
��1，600�

らくよう

洛陽ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （芝・右・外）
4歳以上，3．2．13以降4．2．6まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

36 � エアファンディタ 牡5黒鹿55 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B464＋ 81：31．9 4．6�
12 � ダーリントンホール 牡5鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning

Bloodstock Ltd 538± 0 〃 ハナ 5．5�
612 ファルコニア 牡5鹿 56 川田 将雅 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 470＋ 41：32．1� 4．0�
35 フォルコメン 	6鹿 54 団野 大成 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 504－121：32．41� 55．6�
11 � ショックアクション 牡4鹿 55 松田 大作ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Scuderia Effevi

Srl & Dioscuri Srl 508－ 61：32．5
 34．3	
47 ベ レ ヌ ス 牡5鹿 54 西村 淳也 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 クビ 31．5

48 エングレーバー 牡6鹿 54 中井 裕二 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：32．71 22．1�
24 クラヴァシュドール 牝5青鹿53 藤岡 佑介�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 476＋ 61：32．91� 4．7�
510 ハーメティキスト 牡6鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458－121：33．0� 23．5
816 ワンダープチュック 牡8黒鹿54 富田 暁山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 510＋12 〃 ハナ 339．2�
23 メイショウオーパス 牡7黒鹿55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 522＋ 81：33．1
 141．4�
714 ガ ゼ ボ 牡7青 54 和田 竜二吉田 和美氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 548＋ 61：33．2
 47．6�
817 ザイツィンガー 牡6芦 54 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 434＋ 21：33．52 88．4�
59 メイケイダイハード 牡7鹿 55 川須 栄彦名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 550± 01：33．81
 126．1�
815 アドマイヤビルゴ 牡5鹿 56 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：33．9� 8．6�
713 ベステンダンク 牡10栗 56 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 B530＋ 41：34．0クビ 34．0�
611 ト ラ イ ン 牡7鹿 55 横山 典弘大野 照旺氏 上村 洋行 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 61：34．1� 27．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 104，650，400円 複勝： 154，224，200円 枠連： 50，199，600円
馬連： 291，318，300円 馬単： 96，160，800円 ワイド： 205，228，800円
3連複： 493，590，900円 3連単： 530，906，100円 計： 1，926，279，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 180円 � 150円 枠 連（1－3） 1，280円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 620円 �� 370円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 10，270円

票 数

単勝票数 計1046504 的中 � 180620（2番人気）
複勝票数 計1542242 的中 � 272435（2番人気）� 196037（4番人気）� 288918（1番人気）
枠連票数 計 501996 的中 （1－3） 30335（6番人気）
馬連票数 計2913183 的中 �� 141348（7番人気）
馬単票数 計 961608 的中 �� 24535（12番人気）
ワイド票数 計2052288 的中 �� 81226（7番人気）�� 151141（1番人気）�� 89958（5番人気）
3連複票数 計4935909 的中 ��� 198281（2番人気）
3連単票数 計5309061 的中 ��� 37470（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．1―46．5―57．8―1：09．0―1：19．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．1
3 ・（7，5）13（2，12，15）14（1，4，11）（6，17）10（3，8，16）－9 4 ・（7，5）13（2，12）（1，4，14，15）（6，10，11）（3，17）（8，16，9）

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5黒鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 14戦5勝 賞金 88，600，000円
〔制裁〕 ダーリントンホール号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

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

発走16時10分 （ダート・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000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 メガゴールド 牡4芦 56 松田 大作合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B526＋ 42：06．5 7．5�

79 ゴールドハイアー 牡4栗 56 福永 祐一居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 480－ 4 〃 ハナ 1．3�
33 オセアダイナスティ 牡4栗 56 武 豊 XIAOジャパン 加藤 征弘 新冠 村田牧場 518－ 22：06．92 4．3�
55 ナムラゴロフキン 牡5鹿 57 北村 宏司奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 B516－ 2 〃 クビ 32．6�
78 ダイシンピスケス 牡4鹿 56 和田 竜二大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 500＋ 22：07．0� 73．5�
810 ヒッチコック 牡6芦 57

54 ▲服部 寿希薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ
アーム 504－ 22：07．32 62．7�

22 ジュールサイクル 牝5青 55 国分 優作吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 444－142：07．4� 45．9	
66 シンゼンデレヤ 牡5鹿 57 城戸 義政原 司郎氏 荒川 義之 新冠 川上牧場 516－ 2 〃 同着 111．5

811 ダイシンカローリ 牡7栗 57 団野 大成大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 518＋102：07．61	 41．0�
11 グッドリドゥンス 牡5栗 57 古川 吉洋林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 490－ 62：07．81 24．7�
44 ランドジュピター 牡8鹿 57 幸 英明木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 474± 02：07．9クビ 147．2

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，519，900円 複勝： 152，939，300円 枠連： 17，245，700円
馬連： 88，047，700円 馬単： 57，951，200円 ワイド： 65，983，900円
3連複： 141，870，500円 3連単： 313，154，500円 計： 881，712，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 190円 �� 350円 �� 130円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 6，110円

票 数

単勝票数 計 445199 的中 � 46877（3番人気）
複勝票数 計1529393 的中 � 75581（3番人気）� 1191447（1番人気）� 95626（2番人気）
枠連票数 計 172457 的中 （6－7） 28571（2番人気）
馬連票数 計 880477 的中 �� 147506（2番人気）
馬単票数 計 579512 的中 �� 24588（6番人気）
ワイド票数 計 659839 的中 �� 87118（2番人気）�� 35455（4番人気）�� 157778（1番人気）
3連複票数 計1418705 的中 ��� 275458（1番人気）
3連単票数 計3131545 的中 ��� 37155（18番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．7―13．7―12．6―12．6―12．7―12．6―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―36．1―49．8―1：02．4―1：15．0―1：27．7―1：40．3―1：52．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メガゴールド �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．9．20 中京10着

2018．3．13生 牡4芦 母 ウッドシップ 母母 ブライドウッド 15戦3勝 賞金 31，470，000円
〔制裁〕 ゴールドハイアー号の騎手福永祐一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



（4阪神1）第1日 2月12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 145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

227，050，000円
8，440，000円
23，040，000円
1，060，000円
27，910，000円
63，371，000円
3，987，500円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
526，701，300円
859，870，300円
138，017，900円
926，267，900円
441，294，000円
747，448，600円
1，463，004，000円
2，139，335，500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 7，241，939，500円

総入場人員 3，882名 （有料入場人員 3，647名）
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