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04013 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2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

23 スマートネクタル 牝3鹿 54
53 ☆森 裕太朗大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 446－ 21：13．4 12．6�

48 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 和田 竜二山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 440－ 21：13．82� 5．0�
714 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 〃 アタマ 10．7�
816 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 474－ 8 〃 クビ 63．7�
713 ド ロ ー ム 牝3芦 54 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 浦河 荻伏三好フ

アーム 466＋121：14．75 1．6�
612 ミラコロヴェルデ 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成 	グリーンファーム西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434± 01：14．8� 16．0


59 トムティット 牝3青鹿54 松若 風馬�髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 440－121：15．11� 46．2�
12 マラムレシュ 牝3鹿 54 藤井勘一郎水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 418＋ 41：15．31� 159．4�
35 ハルキジェイソウル 牝3鹿 54 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 勝秀 426＋18 〃 � 64．9
24 ヒロシゲクリスタル 牝3鹿 54 幸 英明阿尾 浩和氏 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 458－ 41：15．4� 132．9�
510 クチバシニチェリー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志薪浦 州平氏 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 422－141：15．5クビ 230．3�
815 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 516＋10 〃 ハナ 28．5�
47 メイジュスマイル 牝3黒鹿54 古川 吉洋荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 426－ 81：15．71� 161．2�
11 メイショウスコヤカ 牝3黒鹿54 加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 456± 01：15．9� 95．7�
36 ナ ツ ハ ヨ ル 牝3鹿 54 和田 翼	GET NEXT 石橋 守 新冠 三村 卓也 428＋ 81：16．0� 152．5�
611 ナリタローゼ 牝3青鹿54 長岡 禎仁	オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 486－ 41：16．32 11．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，224，700円 複勝： 62，538，000円 枠連： 10，686，700円
馬連： 51，694，100円 馬単： 28，240，100円 ワイド： 50，329，300円
3連複： 87，928，200円 3連単： 107，043，400円 計： 430，684，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 400円 � 180円 � 290円 枠 連（2－4） 2，580円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，390円 �� 750円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 46，550円

票 数

単勝票数 計 322247 的中 � 20423（5番人気）
複勝票数 計 625380 的中 � 35681（5番人気）� 109305（2番人気）� 51983（3番人気）
枠連票数 計 106867 的中 （2－4） 3205（9番人気）
馬連票数 計 516941 的中 �� 18869（7番人気）
馬単票数 計 282401 的中 �� 3174（21番人気）
ワイド票数 計 503293 的中 �� 22732（6番人気）�� 8920（14番人気）�� 17284（7番人気）
3連複票数 計 879282 的中 ��� 10065（20番人気）
3連単票数 計1070434 的中 ��� 1667（131番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．5―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．3―47．8―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートネクタル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．11．21 阪神6着

2018．5．21生 牝3鹿 母 グ ラ ン ス 母母 グラッブユアハート 4戦1勝 賞金 5，610，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 ナリタローゼ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ナリタローゼ号は，発走調教再審査。
※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 アサリチャン号・ナサ号

04014 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2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

68 ケイアイロベージ �3芦 56 北村 友一 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B488－ 21：54．3 4．5�
45 テーオーアングル 牡3栗 56 岩田 望来小笹 公也氏 宮 徹 浦河 バンブー牧場 482－ 21：55．57 14．2�
57 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 480＋141：55．6� 7．3�
22 クリノドラゴン 牡3栗 56 国分 恭介栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 日高 宝寄山 拓樹 468－ 61：55．92 13．3�
44 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＋ 4 〃 クビ 105．1	
11 ラインポラリス 牡3鹿 56 岩田 康誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 484± 01：56．21� 4．0

813 エーティーゴーオー 牡3栗 56 中井 裕二荒木 徹氏 木原 一良 浦河 辻 牧場 488－ 41：57．58 168．2�
69 サンライズヘリオス 牡3黒鹿56 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 B484＋ 21：57．81� 5．2�
812 タガノイグナイト 牡3鹿 56 和田 竜二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 21：58．01� 19．4
710 サムライスピアー 牡3栗 56 柴山 雄一玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 442± 01：58．53 10．4�
56 セイウンジャック 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成西山 茂行氏 的場 均 新冠 村上 欽哉 B450－ 2 〃 クビ 263．0�
711 ダンツタイフーン 牡3黒鹿56 酒井 学山元 哲二氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 430－221：58．6クビ 32．7�
33 トーセンポラリス 牡3黒鹿56 三浦 皇成島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－ 41：58．71 8．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，506，100円 複勝： 52，170，400円 枠連： 9，647，700円
馬連： 54，295，000円 馬単： 22，020，000円 ワイド： 48，056，700円
3連複： 81，888，700円 3連単： 84，299，800円 計： 383，884，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 340円 � 250円 枠 連（4－6） 1，250円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 640円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 29，200円

票 数

単勝票数 計 315061 的中 � 55069（2番人気）
複勝票数 計 521704 的中 � 97973（1番人気）� 34293（8番人気）� 51593（4番人気）
枠連票数 計 96477 的中 （4－6） 5965（4番人気）
馬連票数 計 542950 的中 �� 14990（14番人気）
馬単票数 計 220200 的中 �� 3425（22番人気）
ワイド票数 計 480567 的中 �� 11891（15番人気）�� 20059（5番人気）�� 9100（23番人気）
3連複票数 計 818887 的中 ��� 11877（21番人気）
3連単票数 計 842998 的中 ��� 2093（108番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．6―12．8―12．8―13．0―13．0―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―37．5―50．3―1：03．1―1：16．1―1：29．1―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイロベージ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．1．30 中京3着

2018．4．7生 �3芦 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 2戦1勝 賞金 6，600，000円

第１回 阪神競馬 第２日



04015 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2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

510 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 484－ 61：26．3 3．8�
11 ラ ウ デ ィ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 鎌田 正嗣 456± 01：26．62 4．2�
48 コ ン セ プ ト 牡3青鹿56 松若 風馬石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B462± 01：26．7� 6．5�
36 スカリーワグ 牡3栗 56 岩田 望来 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 506＋ 21：27．23 2．9�
612 ハイドアンドシーク 牡3黒鹿56 三浦 皇成�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 土居牧場 538－ 21：27．3� 12．2�
816 リュウノエルヴィス 牡3芦 56 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B480＋ 61：27．72 77．8	
714 タケショウワンダー 牡3黒鹿56 古川 吉洋
ナイト商事 田中 清隆 浦河 天馬杵臼牧場 516－ 6 〃 クビ 81．6�
59 ウォーバディ 牡3黒鹿56 和田 竜二飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 B494－12 〃 クビ 37．7�
611 レスペディーザ 牝3鹿 54 岩田 康誠�NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 412－ 81：27．8� 27．3
815 サイモンギザ 牡3黒鹿56 太宰 啓介澤田 昭紀氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 438－ 21：28．11� 123．3�
35 キーチャンス 牡3黒鹿56 中井 裕二北前孔一郎氏 田所 秀孝 浦河 赤田牧場 410－101：28．2クビ 142．7�
23 タイセイレガリア 牡3鹿 56 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B472－ 2 〃 クビ 28．4�
713 ニホンピロビグラス 牡3鹿 56 国分 恭介小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 488－ 21：28．51� 169．4�
12 カ フ ジ ロ ホ 牡3青鹿56 和田 翼加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 504－ 61：29．45 37．8�
24 ケルフィリー �3青鹿56 酒井 学�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 476－ 4 〃 クビ 212．6�
47 ハギノクレド 牡3鹿 56 藤井勘一郎安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 454＋ 21：30．04 179．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，849，600円 複勝： 50，336，000円 枠連： 9，874，400円
馬連： 54，549，300円 馬単： 24，516，000円 ワイド： 48，524，100円
3連複： 79，756，600円 3連単： 89，186，500円 計： 391，592，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 150円 � 160円 枠 連（1－5） 780円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 350円 �� 420円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 348496 的中 � 72935（2番人気）
複勝票数 計 503360 的中 � 113800（1番人気）� 82512（3番人気）� 73074（4番人気）
枠連票数 計 98744 的中 （1－5） 9712（3番人気）
馬連票数 計 545493 的中 �� 44119（4番人気）
馬単票数 計 245160 的中 �� 9842（6番人気）
ワイド票数 計 485241 的中 �� 36852（2番人気）�� 29476（5番人気）�� 27035（6番人気）
3連複票数 計 797566 的中 ��� 34835（4番人気）
3連単票数 計 891865 的中 ��� 7314（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．6―48．2―1：00．7―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモヒメギミ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．11．22 阪神10着

2018．4．1生 牝3鹿 母 タマモマナムスメ 母母 ヒトリムスメ 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔発走状況〕 サイモンギザ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サイモンギザ号は，発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 タイセイレガリア号・ニホンピロビグラス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月14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） 2頭 ニシノメタル号・ヤマニンデンファレ号

04016 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2日 第4競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

24 クールファイブ 牡3鹿 56 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496 ―1：56．3 26．1�
510� ローズエンペラー 牡3黒鹿56 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 米 Lee Pokoik 494 ―1：56．51 2．1�
611 ドラマティコ 牝3青鹿54 岡田 祥嗣 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 484 ―1：57．24 30．9�
714 ギブンアンソート 牝3栗 54

53 ☆団野 大成 �社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 484 ―1：57．3クビ 23．9�
36 ダノンエクレール 牝3芦 54 幸 英明�ダノックス 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 478 ― 〃 クビ 4．6	
816 ニホンピロリアン 牝3青鹿54 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 496 ― 〃 ハナ 35．3

59 フィッツカラルド 牡3芦 56 和田 竜二中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 526 ―1：57．51 18．5�
35 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 454 ― 〃 クビ 14．9�
12 ブルーモンターニュ 牝3鹿 54 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 486 ―1：58．35 94．8
23 タガノクリエイター 牡3栗 56 岩田 望来八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 八木牧場 476 ―1：58．51 6．9�
11 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 480 ― 〃 ハナ 110．1�
612 ヴァロワール 牡3黒鹿56 国分 恭介奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 藤沢牧場 520 ―1：59．67 10．1�
713 ベラジオエガオン 牝3黒鹿54 森 一馬林田 祥来氏 上村 洋行 浦河 辻 牧場 524 ―1：59．81� 119．8�

（エガオン）

47 アイファージャガー 牡3黒鹿56 三津谷隼人中島 稔氏 �島 一歩 日高 株式会社
アースファーム 472 ―2：00．33 42．3�

48 インビジブルサリー 牝3鹿 54 加藤 祥太中辻 明氏 大根田裕之 浦河 藤春 修二 488 ―2：00．51 170．3�
815 カカンクオン 牡3鹿 56 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 432 ―2：03．7大差 91．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，635，800円 複勝： 40，570，900円 枠連： 11，378，900円
馬連： 45，224，700円 馬単： 22，777，900円 ワイド： 40，624，200円
3連複： 70，088，600円 3連単： 73，947，900円 計： 338，248，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 470円 � 140円 � 620円 枠 連（2－5） 670円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 7，860円

ワ イ ド �� 960円 �� 6，840円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 20，360円 3 連 単 ��� 176，350円

票 数

単勝票数 計 336358 的中 � 10285（8番人気）
複勝票数 計 405709 的中 � 18033（8番人気）� 110815（1番人気）� 12978（9番人気）
枠連票数 計 113789 的中 （2－5） 13097（3番人気）
馬連票数 計 452247 的中 �� 13551（8番人気）
馬単票数 計 227779 的中 �� 2172（25番人気）
ワイド票数 計 406242 的中 �� 11142（7番人気）�� 1468（54番人気）�� 8884（12番人気）
3連複票数 計 700886 的中 ��� 2581（71番人気）
3連単票数 計 739479 的中 ��� 304（464番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―14．3―13．3―12．6―12．8―12．6―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―39．0―52．3―1：04．9―1：17．7―1：30．3―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クールファイブ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2018．1．29生 牡3鹿 母 トゥザハピネス 母母 トゥザヴィクトリー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 カカンクオン号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ゲストプリンシパル号・シンゼンミラクル号・パラダイスギンガ号・マインジャラン号・ミスズメジャー号・

モズマゾク号・ラッジョディソーレ号・ワイルドヒロイン号



04017 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2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

24 サイモンメガライズ 牡3鹿 56 三浦 皇成澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 496± 01：34．1 7．8�
510 サトノラムセス 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 466－ 2 〃 アタマ 4．2�
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 474± 01：34．31 185．3�
59 バ ン ベ ル ク 牡3鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472± 01：34．4� 3．2�
35 ヘアケイリー 牝3黒鹿54 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 446 ―1：34．5� 8．1	
816 アルーリングギフト 牡3栗 56 幸 英明 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋121：34．6� 13．1

23 � フランクエトワール 牡3鹿 56 森 一馬 DMMドリームクラブ� 松永 昌博 愛 Dream Farm

Co. Ltd 462＋ 21：34．7クビ 8．9�
12 ヴィスコンティ �3鹿 56 川須 栄彦加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 桑田牧場 484－14 〃 クビ 83．3�
713 スマートルシーダ 牡3鹿 56 武 豊大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 488 ―1：34．8� 16．9
611 エ ル ソ ー ル 牝3鹿 54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 428－161：34．9� 104．6�
612 ボーヴィヴィエンヌ 牝3栗 54 藤懸 貴志加藤 裕司氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 450 ―1：35．0クビ 293．3�
47 ショウナンカノア 牡3鹿 56 和田 竜二国本 哲秀氏 西園 正都 新ひだか 土田農場 474－ 4 〃 � 7．7�
36 ア ナ ゴ サ ン 牡3栗 56 国分 恭介内田 玄祥氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 464－141：35．21	 236．4�
48 テーオールソー 牡3青鹿 56

55 ☆団野 大成小笹 公也氏 清水 久詞 日高 荒井ファーム 516－101：35．52 48．6�
11 ライブリーキング 牡3栗 56 中井 裕二加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 小野 秀治 458＋ 2 〃 アタマ 51．6�
815 モズアーマー 牝3栗 54 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 村山 明 日高 目黒牧場 416 ―1：36．88 531．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，501，100円 複勝： 74，360，300円 枠連： 14，044，300円
馬連： 63，247，000円 馬単： 26，229，400円 ワイド： 60，228，100円
3連複： 100，034，700円 3連単： 102，007，500円 計： 496，652，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 300円 � 170円 � 3，150円 枠 連（2－5） 360円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 590円 �� 14，490円 �� 7，930円

3 連 複 ��� 69，140円 3 連 単 ��� 308，140円

票 数

単勝票数 計 565011 的中 � 57254（4番人気）
複勝票数 計 743603 的中 � 63367（5番人気）� 142404（2番人気）� 4630（13番人気）
枠連票数 計 140443 的中 （2－5） 29683（1番人気）
馬連票数 計 632470 的中 �� 31187（5番人気）
馬単票数 計 262294 的中 �� 5491（12番人気）
ワイド票数 計 602281 的中 �� 28527（5番人気）�� 1023（73番人気）�� 1878（52番人気）
3連複票数 計1000347 的中 ��� 1085（136番人気）
3連単票数 計1020075 的中 ��� 240（650番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．1―12．2―11．4―10．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．6―47．7―59．9―1：11．3―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイモンメガライズ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．20 中京7着

2018．3．16生 牡3鹿 母 テーオーヴィーナス 母母 シルクチャプター 8戦1勝 賞金 13，680，000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） 1頭 メイショウホシアイ号
（非抽選馬） 1頭 ルヴァンノワール号

04018 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2日 第6競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走12時50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

812� フラミンゴフライト 牝4芦 55
54 ☆団野 大成吉田 千津氏 吉村 圭司 米

Joanne R. Mum-
mert & John C.
Barrett Jr.

494＋161：12．6 4．7�
55 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 504－101：12．81� 5．4�
79 レッドモアナ 牝5栗 55

54 ☆森 裕太朗 �東京ホースレーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 ハナ 10．0�
56 サーストンネイジュ 牝5芦 55 和田 翼玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 482＋ 21：13．65 49．7�
33 � フレンドアリス 牝6栗 55 柴山 雄一横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 B460± 01：13．81	 129．3�
68 コ ウ イ チ 牡4芦 57 岩田 康誠桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 502± 0 〃 アタマ 1．7	
11 カモントゥミー 牡4鹿 57 幸 英明薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 北洋牧場 498＋101：14．33 16．4

710 フ ィ ニ ア ル 牝4栗 55 松若 風馬水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 452＋181：14．51	 92．6�
67 � クリノベロニカ 牝5鹿 55 国分 恭介栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか 平野牧場 458＋161：14．6
 196．4�
811 ヴァルゴスピカ 牝4鹿 55 伊藤 工真岡田 牧雄氏 林 徹 日高 本間牧場 438＋ 2 〃 ハナ 17．8
22 � ウイングエンペラー 牡8栗 57 田中 健池田 實氏 服部 利之 新冠 村上 欽哉 B486－ 81：15．45 310．4�
44 コパノカーリング 牡5鹿 57 中井 裕二小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 458－ 2 （競走中止） 74．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，519，900円 複勝： 66，283，000円 枠連： 8，945，200円
馬連： 51，082，800円 馬単： 33，554，600円 ワイド： 39，979，400円
3連複： 70，197，400円 3連単： 133，180，600円 計： 435，742，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 300円 � 300円 � 340円 枠 連（5－8） 1，060円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 460円 �� 590円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 13，700円

票 数

単勝票数 計 325199 的中 � 54313（2番人気）
複勝票数 計 662830 的中 � 58939（2番人気）� 57976（3番人気）� 49514（4番人気）
枠連票数 計 89452 的中 （5－8） 6480（4番人気）
馬連票数 計 510828 的中 �� 27008（6番人気）
馬単票数 計 335546 的中 �� 9747（8番人気）
ワイド票数 計 399794 的中 �� 22913（5番人気）�� 17015（7番人気）�� 16427（8番人気）
3連複票数 計 701974 的中 ��� 21132（10番人気）
3連単票数 計1331806 的中 ��� 7043（45番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．1―11．9―13．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フラミンゴフライト �
�
父 Flatter �

�
母父 Well Decorated デビュー 2019．7．20 中京4着

2017．3．16生 牝4芦 母 Well 母母 Faith Tested Raye 10戦2勝 賞金 17，600，000円
〔競走中止〕 コパノカーリング号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



04019 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2日 第7競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （芝・右・外）

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
2：24．1
2：20．6

良
良

22 ミッキーメテオ 牡4鹿 56 川田 将雅野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490－ 22：28．7 1．9�
66 アドマイヤミモザ 牝4黒鹿54 岩田 望来近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋102：28．91� 3．9�
33 トゥルーヴィル 牡4鹿 56

55 ☆団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456± 02：29．11� 5．6�
11 ハナビマンカイ �4芦 56 岩田 康誠廣崎利洋HD� 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム B442－10 〃 クビ 6．2�
44 シエラネバダ �6芦 57 松若 風馬金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514＋ 42：29．63 50．8	
55 プレイリードリーム 牡5鹿 57 幸 英明田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 456－ 62：29．81� 31．2

88 ロックグラス 牡4鹿 56 柴山 雄一橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 466＋ 82：30．12 17．8�
77 シャイニングデイズ 牡5鹿 57 三浦 皇成杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 B476± 0 〃 クビ 28．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，330，500円 複勝： 37，549，300円 枠連： 発売なし
馬連： 50，128，800円 馬単： 29，035，100円 ワイド： 36，269，800円
3連複： 62，178，100円 3連単： 145，857，400円 計： 394，349，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 150円 �� 230円 �� 310円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，460円

票 数

単勝票数 計 333305 的中 � 138825（1番人気）
複勝票数 計 375493 的中 � 154331（1番人気）� 66080（2番人気）� 45048（3番人気）
馬連票数 計 501288 的中 �� 107936（1番人気）
馬単票数 計 290351 的中 �� 42976（1番人気）
ワイド票数 計 362698 的中 �� 72567（1番人気）�� 36983（3番人気）�� 24509（5番人気）
3連複票数 計 621781 的中 ��� 81167（2番人気）
3連単票数 計1458574 的中 ��� 72367（2番人気）

ハロンタイム 13．7―13．2―13．6―13．0―12．7―12．4―12．5―12．2―11．6―11．1―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．7―26．9―40．5―53．5―1：06．2―1：18．6―1：31．1―1：43．3―1：54．9―2：06．0―2：16．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．4―3F33．8
1
3
2（1，7）（6，8）3，4－5
2（7，8）（1，6）（3，4）－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーメテオ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．31 新潟1着

2017．3．24生 牡4鹿 母 メテオーリカ 母母 アルヴァーダ 11戦2勝 賞金 27，010，000円

04020 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2日 第8競走 ��2，000�4歳以上2勝クラス
発走13時50分 （芝・右）

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
1：57．2
1：56．1

良
良

11 ア ル サ ト ワ 牡4鹿 56
55 ☆団野 大成ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 61：58．9 4．1�
77 オールザワールド 牡4鹿 56 岩田 康誠前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480－ 21：59．11� 7．5�
44 スズカノロッソ 牡6鹿 57 北村 友一永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 490－ 61：59．31� 25．5�
88 ストリクトコード 牝4黒鹿54 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 442＋ 21：59．62 13．1�
55 ウインラナキラ 牝6鹿 55 岩田 望来�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 6 〃 ハナ 45．9�
22 オーマイダーリン 牝4鹿 54 川田 将雅廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 468± 01：59．7� 2．1	
66 メイショウボサツ 牡4青鹿56 柴山 雄一松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 472± 01：59．91� 7．6

33 ヒルノダカール 牡5青鹿57 三浦 皇成�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 514± 02：00．0� 6．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 46，531，200円 複勝： 52，935，900円 枠連： 発売なし
馬連： 67，952，700円 馬単： 32，861，200円 ワイド： 48，886，000円
3連複： 84，687，300円 3連単： 165，147，000円 計： 499，001，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 210円 � 630円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，450円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 14，750円 3 連 単 ��� 43，660円

票 数

単勝票数 計 465312 的中 � 90556（2番人気）
複勝票数 計 529359 的中 � 83357（2番人気）� 72443（3番人気）� 17214（7番人気）
馬連票数 計 679527 的中 �� 23940（9番人気）
馬単票数 計 328612 的中 �� 7630（14番人気）
ワイド票数 計 488860 的中 �� 18981（10番人気）�� 8567（17番人気）�� 4576（23番人気）
3連複票数 計 846873 的中 ��� 4304（34番人気）
3連単票数 計1651470 的中 ��� 2742（145番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．7―12．3―11．9―11．8―11．7―11．5―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．7―49．0―1：00．9―1：12．7―1：24．4―1：35．9―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

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4鹿 母 ポップアイコン 母母 ピンクタートル 9戦3勝 賞金 30，010，000円



04021 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2日 第9競走 ��
��1，600�こ ぶ し 賞

発走14時25分 （芝・右・外）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

55 ルチェカリーナ 牝3栗 54 和田 竜二加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 456－ 21：33．5 14．2�
77 シティレインボー 牡3栗 56 国分 恭介深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 478－ 21：33．6� 7．4�
66 レアシャンパーニュ 牝3黒鹿54 幸 英明大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：33．81 54．3�
44 シャドウエリス 牝3鹿 54 北村 友一飯塚 知一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 450＋ 81：33．9� 15．9�
89 ビップランバン 牡3黒鹿56 川田 将雅鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 ハナ 4．2�
22 ヤマニンルリュール 牝3鹿 54 武 豊土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 460－ 21：34．0� 2．5�
33 ウインミニヨン 牝3栗 54 松若 風馬	ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 406＋ 61：34．1� 41．3

88 ヴィアルークス 牡3鹿 56 岩田 望来	フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 500－ 81：34．2� 5．9�
11 	 トップスターサン 牡3黒鹿54 団野 大成吉田 和美氏 池添 学 豪

Yarraman Park Stud
Pty Ltd, A Mitchell,
E & J Rea

488－ 41：34．52 6．8�
（9頭）

売 得 金
単勝： 61，329，600円 複勝： 69，231，200円 枠連： 13，725，300円
馬連： 92，920，500円 馬単： 45，885，600円 ワイド： 66，029，400円
3連複： 129，717，100円 3連単： 204，814，200円 計： 683，652，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 440円 � 230円 � 1，070円 枠 連（5－7） 4，610円

馬 連 �� 4，370円 馬 単 �� 9，900円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 4，080円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 28，480円 3 連 単 ��� 223，290円

票 数

単勝票数 計 613296 的中 � 34332（6番人気）
複勝票数 計 692312 的中 � 39671（7番人気）� 95080（4番人気）� 14535（9番人気）
枠連票数 計 137253 的中 （5－7） 2305（13番人気）
馬連票数 計 929205 的中 �� 16459（19番人気）
馬単票数 計 458856 的中 �� 3474（38番人気）
ワイド票数 計 660294 的中 �� 15605（18番人気）�� 4097（34番人気）�� 5547（31番人気）
3連複票数 計1297171 的中 ��� 3416（71番人気）
3連単票数 計2048142 的中 ��� 665（407番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．2―47．0―58．9―1：10．4―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルチェカリーナ 
�
父 ディスクリートキャット 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．11．1 京都2着

2018．4．30生 牝3栗 母 アンリミテッドピサ 母母 ピサノパスティーユ 5戦2勝 賞金 24，022，000円
〔制裁〕 シティレインボー号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番・3

番）

04022 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

か こ が わ

加古川ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

35 ライトウォーリア 牡4鹿 56 岩田 望来 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：52．5 3．1�
814 リネンファッション 牝4鹿 54 武 豊戸山 光男氏 坂口 智康 日高 前川 義則 444－ 2 〃 アタマ 3．0�
34 アルコレーヌ 牝4栃栗54 川田 将雅 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 480＋161：52．92� 5．8�
58 	 ツブラナヒトミ 牡6栗 57 団野 大成加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 506－ 41：53．22 20．1�

610 ララメダイユドール 牡7鹿 57 中井 裕二フジイ興産� 今野 貞一 浦河 ヒダカフアーム 510＋ 61：53．51� 26．0	
（法942）

815 パ レ ニ ア 牝5鹿 55 太宰 啓介今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 500± 01：53．6� 199．6

59 マイネルカイノン 牡6青鹿57 国分 恭介 �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 504－ 8 〃 ハナ 40．0�
712 ソルトイブキ 牡5黒鹿57 北村 友一杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 490＋ 21：53．7� 8．2�
47 ス ペ ク タ ー 牝7鹿 55 幸 英明川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B518± 01：53．91
 48．0
23 クリノフラッシュ 牝6青鹿55 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B460± 0 〃 クビ 15．4�
46 � ジ ェ ミ ニ ズ 牡7栗 57 松若 風馬ライオンレースホース� 新谷 功一 浦河 浦河日成牧場 514＋ 41：54．32� 62．1�
22 エクスパートラン 牡6青鹿57 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 476＋161：54．4クビ 53．4�
611 サンライズセナ 牡6栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B486＋ 21：54．5クビ 30．6�
713 フラワーストリーム �6鹿 57 酒井 学花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B470± 01：54．71
 120．7�
11 クレスコブレイブ 牡7栗 57 森 一馬堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B526＋ 8 〃 クビ 26．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，291，500円 複勝： 73，849，600円 枠連： 28，027，900円
馬連： 138，906，700円 馬単： 51，109，300円 ワイド： 99，340，400円
3連複： 209，664，000円 3連単： 233，828，000円 計： 887，017，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（3－8） 290円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 240円 �� 410円 �� 440円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，510円

票 数

単勝票数 計 522915 的中 � 131169（2番人気）
複勝票数 計 738496 的中 � 154739（2番人気）� 161496（1番人気）� 86000（3番人気）
枠連票数 計 280279 的中 （3－8） 72746（1番人気）
馬連票数 計1389067 的中 �� 213839（1番人気）
馬単票数 計 511093 的中 �� 36814（2番人気）
ワイド票数 計 993404 的中 �� 117896（1番人気）�� 58400（2番人気）�� 53920（3番人気）
3連複票数 計2096640 的中 ��� 173914（1番人気）
3連単票数 計2338280 的中 ��� 48256（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．8―12．6―12．2―12．5―12．2―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．9―50．5―1：02．7―1：15．2―1：27．4―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ライトウォーリア �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．18 小倉4着

2017．2．13生 牡4鹿 母 スペクトロライト 母母 バ ラ ン セ ラ 10戦4勝 賞金 59，336，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



04023 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2日 第11競走
第114回農林水産省賞典

��
��2，200�京 都 記 念（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，2．2．15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，2．2．14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）

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 784，000円 224，000円 112，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

44 ラヴズオンリーユー 牝5鹿 54 川田 将雅 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 22：10．4 1．8�
22 ステイフーリッシュ 牡6鹿 56 和田 竜二 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 470＋ 62：10．61� 7．0�
79 ダンビュライト 	7黒鹿56 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504＋ 62：10．7
 11．1�
810 ジ ナ ン ボ ー 牡6黒鹿56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486－ 62：10．9� 15．1�
67 ワグネリアン 牡6鹿 57 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 472＋ 22：11．11� 6．4	
55 ダンスディライト 牡5黒鹿56 岩田 望来 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500＋ 4 〃 クビ 10．4

811 サトノルークス 牡5鹿 56 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 488＋ 82：11．2
 28．8�
78 モ ズ ベ ッ ロ 牡5鹿 56 三浦 皇成 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 484＋ 8 〃 クビ 10．9�
66 レ イ エ ン ダ 牡6黒鹿56 団野 大成 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494－122：11．62 77．6
33 � ベストアプローチ 	7栗 56 酒井 学ゴドルフィン 小島 茂之 英 Car Colston

Hall Stud 486－102：11．7
 75．4�
11  ハッピーグリン 牡6栗 56 北村 友一会田 裕一氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 472＋122：15．3大差 206．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 239，637，000円 複勝： 261，627，700円 枠連： 75，115，600円
馬連： 672，176，900円 馬単： 269，138，500円 ワイド： 392，599，800円
3連複： 1，101，803，400円 3連単： 1，811，923，800円 計： 4，824，022，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 210円 枠 連（2－4） 640円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 250円 �� 390円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 5，190円

票 数

単勝票数 計2396370 的中 � 1042289（1番人気）
複勝票数 計2616277 的中 � 823967（1番人気）� 424916（2番人気）� 222462（6番人気）
枠連票数 計 751156 的中 （2－4） 90862（2番人気）
馬連票数 計6721769 的中 �� 899426（1番人気）
馬単票数 計2691385 的中 �� 239932（1番人気）
ワイド票数 計3925998 的中 �� 444188（1番人気）�� 247657（5番人気）�� 148930（9番人気）
3連複票数 計11018034 的中 ��� 490902（5番人気）
3連単票数 計18119238 的中 ��� 252958（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．3―12．1―11．9―12．0―12．2―11．3―11．5―12．2

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―34．9―47．2―59．3―1：11．2―1：23．2―1：35．4―1：46．7―1：58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0
1
3
1，2－9（3，5，4）6，10，7（8，11）・（1，2）9（10，4，6）（3，5）7（8，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラヴズオンリーユー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．11．3 京都1着

2016．3．26生 牝5鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 11戦5勝 賞金 310，489，000円
〔制裁〕 モズベッロ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

04024 2月14日 晴 良 （3阪神1） 第2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

46 � リュウノゾロ �4鹿 57 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 476－ 81：24．7 22．7�
814 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± 0 〃 クビ 22．5�
58 ル モ ン ド 牡5鹿 57 川田 将雅�山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 476± 01：25．02 4．8�
711 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－ 41：25．21� 5．0�
69 � シゲルルビー 牝5黒鹿55 松若 風馬森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492＋ 21：25．3	 155．3�
610 メタルスパーク 牡4芦 57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 498－10 〃 アタマ 14．8	
45 ド ラ セ ナ �6黒鹿57 藤井勘一郎林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 492＋ 21：25．4	 40．9

33 テンテキセンセキ 牡4黒鹿57 武 豊岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 2 〃 クビ 3．0�
712 マイネルナイペス 牡5鹿 57 加藤 祥太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム B466± 01：25．61� 289．9�
34 メイショウマサヒメ 牝4青鹿55 岩田 望来松本 好氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 488± 01：25．81 3．4�
57 テイエムギフテッド 牡6黒鹿57 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 462－ 61：26．12 211．9�
11 スズカアーチスト 牝6黒鹿55 酒井 学永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B468± 01：26．2	 81．5�
22 アポロマーキュリー 牝7栗 55

54 ☆団野 大成アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 三輪 幸子 476± 01：26．3クビ 63．8�
813 テイエムレビュー 牝4栗 55 国分 恭介竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 462－ 61：26．41 156．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 71，249，800円 複勝： 86，049，100円 枠連： 28，940，200円
馬連： 155，788，600円 馬単： 61，815，300円 ワイド： 108，013，900円
3連複： 237，580，600円 3連単： 316，354，200円 計： 1，065，791，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 560円 � 490円 � 230円 枠 連（4－8） 9，220円

馬 連 �� 19，230円 馬 単 �� 35，360円

ワ イ ド �� 4，220円 �� 1，500円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 30，950円 3 連 単 ��� 261，520円

票 数

単勝票数 計 712498 的中 � 25016（7番人気）
複勝票数 計 860491 的中 � 36399（7番人気）� 42972（6番人気）� 115188（4番人気）
枠連票数 計 289402 的中 （4－8） 2430（18番人気）
馬連票数 計1557886 的中 �� 6277（34番人気）
馬単票数 計 618153 的中 �� 1311（65番人気）
ワイド票数 計1080139 的中 �� 6473（32番人気）�� 18767（16番人気）�� 16401（20番人気）
3連複票数 計2375806 的中 ��� 5756（73番人気）
3連単票数 計3163542 的中 ��� 877（477番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．1―12．5―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．7―46．8―59．3―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．9
3 ・（3，6）（4，8）11（1，14）10（2，5）（12，13）（7，9） 4 ・（3，6）（4，8）11，14，10（1，13）5（2，12，9）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�リュウノゾロ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ゴールドアリュール

2017．4．7生 �4鹿 母 ダークアイリス 母母 ダークエンディング 7戦2勝 賞金 21，500，000円
地方デビュー 2019．7．31 門別

※マイネルナイペス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（3阪神1）第2日 2月14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 154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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

293，070，000円
5，490，000円
26，400，000円
1，890，000円
35，560，000円
1，000，000円
65，965，500円
4，422，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
725，606，800円
927，501，400円
210，386，200円
1，497，967，100円
647，183，000円
1，038，881，100円
2，315，524，700円
3，467，590，300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 10，830，640，600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2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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