
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

06001 2月29日 曇 稍重 （2阪神1） 第1日 第1競走 ��1，800�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

77 キャッツアイ 牝3鹿 54 岩田 康誠広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 462－ 81：56．1 3．1�
44 サンデージュピター 牝3鹿 54 和田 竜二杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 494－ 81：56．31� 1．7�
66 グリムスポンド 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 468－ 21：56．72� 4．1�
11 タマモパッション 牝3鹿 54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 480－ 21：57．33� 16．0�
33 タッシーアンジェラ 牝3栗 54 岩崎 翼吉岡 輝美氏 本田 優 日高 川端 正博 472－ 41：58．89 68．9�
88 エ ケ ベ リ ア 牝3芦 54 国分 恭介石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 450 ―1：59．86 34．3	
22 テーオークイーン 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心小笹 公也氏 宮 徹 日高 中原牧場 440－ 22：00．01� 87．4

55 ウェルビーイング 牝3鹿 54 柴田 未崎 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 樋渡 志尚 444－102：00．31� 91．6�
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売 得 金
単勝： 19，518，500円 複勝： 45，836，700円 枠連： 発売なし
馬連： 28，080，100円 馬単： 17，339，300円 ワイド： 17，346，300円
3連複： 38，753，500円 3連単： 91，275，300円 計： 258，149，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 100円 � 100円 � 100円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 110円 �� 150円 �� 130円

3 連 複 ��� 180円 3 連 単 ��� 1，050円

票 数

単勝票数 計 195185 的中 � 50137（2番人気）
複勝票数 計 458367 的中 � 75465（2番人気）� 282606（1番人気）� 59892（3番人気）
馬連票数 計 280801 的中 �� 107122（1番人気）
馬単票数 計 173393 的中 �� 22695（3番人気）
ワイド票数 計 173463 的中 �� 44352（1番人気）�� 24262（3番人気）�� 33602（2番人気）
3連複票数 計 387535 的中 ��� 156331（1番人気）
3連単票数 計 912753 的中 ��� 62788（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．6―51．6―1：04．5―1：17．4―1：30．2―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャッツアイ �

父 スピルバーグ �


母父 Tale of the Cat デビュー 2020．2．9 東京2着

2017．3．20生 牝3鹿 母 スイートマカロン 母母 Pastel Colour 2戦1勝 賞金 7，500，000円

06002 2月29日 曇 稍重 （2阪神1） 第1日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

611 リリーミニスター �3芦 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 480＋ 61：25．5 4．3�
814 エターナリー 牡3栗 56 幸 英明吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 444＋ 6 〃 クビ 1．6�
34 テイエムファルコン 牡3栗 56 柴田 未崎竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 498＋ 81：26．67 85．0�
713 イーベンホルツ 牡3青鹿56 坂井 瑠星 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 486＋ 41：26．7� 20．1�
46 ラ イ ト マ ン 牡3鹿 56 酒井 学吉澤 克己氏 宮本 博 日高 新井 昭二 B502－ 21：27．01� 98．7�
22 カネコメノボル �3栗 56 川須 栄彦髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 434＋ 41：27．74 56．8	
815 メイショウメイユウ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 448－ 2 〃 ハナ 14．7

47 メイショウカリスマ 牡3黒鹿56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 青森 諏訪牧場 B522－ 41：27．8� 41．5�
712 レッドフェリーチェ 牝3栗 54

51 ▲亀田 温心紅露 純氏 昆 貢 新冠 細川農場 436＋ 2 〃 アタマ 48．6�
59 サンドジョーカー 牡3鹿 56 岩田 康誠 YGGホースクラブ 高橋 康之 日高 船越牧場 506－ 41：28．01� 7．6�
11 ノ イ ノ コ 牡3黒鹿56 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 392－101：29．27 69．1�
610 ニホンピロブケーラ 牡3青 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 478± 01：29．51� 359．3�
23 ニホンピロアール 牡3栗 56 高倉 稜小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 500－ 61：29．81� 17．3�
58 リトルシャイン 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 432± 01：31．07 417．4�
35 アイファーイエロー 牝3黒鹿54 水口 優也中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 378＋ 21：31．74 525．5�
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売 得 金
単勝： 23，583，200円 複勝： 58，189，500円 枠連： 6，766，300円
馬連： 34，234，600円 馬単： 20，621，800円 ワイド： 31，724，400円
3連複： 53，307，600円 3連単： 76，122，000円 計： 304，549，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 110円 � 790円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 170円 �� 2，980円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 19，520円

票 数

単勝票数 計 235832 的中 � 43221（2番人気）
複勝票数 計 581895 的中 � 60318（2番人気）� 372263（1番人気）� 5396（10番人気）
枠連票数 計 67663 的中 （6－8） 15767（1番人気）
馬連票数 計 342346 的中 �� 77979（1番人気）
馬単票数 計 206218 的中 �� 18567（2番人気）
ワイド票数 計 317244 的中 �� 65649（1番人気）�� 2178（26番人気）�� 4708（16番人気）
3連複票数 計 533076 的中 ��� 9224（13番人気）
3連単票数 計 761220 的中 ��� 2827（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．8―47．8―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーミニスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．6 中京14着

2017．3．6生 �3芦 母 シーヴァージア 母母 フラワータテヤマ 6戦1勝 賞金 6，510，000円
〔制裁〕 エターナリー号の調教師西浦勝一は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニホンピロアール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月31日まで平地

競走に出走できない。
リトルシャイン号・アイファーイエロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

4月30日まで平地競走に出走できない。

第１回 阪神競馬 第１日



06003 2月29日 曇 稍重 （2阪神1） 第1日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

22 ハンメルフェスト 牡3黒鹿56 四位 洋文�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 550＋ 61：55．0 1．7�
77 トゥルブレンシア 牡3栗 56 古川 吉洋岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 浦河 山下 恭茂 468＋ 21：55．32 2．3�
33 ロードセッション 牡3鹿 56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 41：55．93� 27．1�
89 ムーンレース 牡3栗 56 坂井 瑠星�レッドマジック高柳 大輔 日高 下河辺牧場 514－ 21：56．96 10．3�
44 レトロフューチャー �3鹿 56 藤井勘一郎�ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 21：57．32 144．7	
66 エルファルコン 牡3鹿 56 幸 英明�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 458＋ 61：57．4� 23．7

810 ミトノベルーガー 牡3芦 56 松若 風馬ロイヤルパーク 長谷川浩大 新ひだか 田中 裕之 428－ 41：57．5クビ 112．6�
11 タマモイチバンボシ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 456－ 21：57．71� 67．2�
55 タガノビーザライト 牡3鹿 56 松山 弘平八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510± 01：57．91� 42．1
78 ブルベアカイリ 牡3栗 56 国分 優作 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 浦河 斉藤英牧場 516＋ 42：01．1大差 47．8�
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売 得 金
単勝： 32，853，500円 複勝： 76，732，400円 枠連： 4，481，100円
馬連： 32，202，300円 馬単： 27，946，600円 ワイド： 26，922，400円
3連複： 51，183，600円 3連単： 115，887，100円 計： 368，209，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 100円 � 100円 � 230円 枠 連（2－7） 150円

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 110円 �� 490円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 2，380円

票 数

単勝票数 計 328535 的中 � 149987（1番人気）
複勝票数 計 767324 的中 � 525084（1番人気）� 144354（2番人気）� 14053（5番人気）
枠連票数 計 44811 的中 （2－7） 22137（1番人気）
馬連票数 計 322023 的中 �� 147497（1番人気）
馬単票数 計 279466 的中 �� 84934（1番人気）
ワイド票数 計 269224 的中 �� 99116（1番人気）�� 9514（6番人気）�� 7209（9番人気）
3連複票数 計 511836 的中 ��� 35623（4番人気）
3連単票数 計1158871 的中 ��� 35200（7番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．3―13．3―13．2―13．1―12．7―12．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．6―50．9―1：04．1―1：17．2―1：29．9―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハンメルフェスト �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2019．10．27 京都5着

2017．2．24生 牡3黒鹿 母 ラッシュカッター 母母 Elizabeth Bay 6戦1勝 賞金 10，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアカイリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年3月31日まで平地競

走に出走できない。

06004 2月29日 曇 稍重 （2阪神1） 第1日 第4競走 ��1，200�3歳新馬
発走11時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

12 ブルベアノット 牡3鹿 56 国分 恭介 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 488 ―1：14．5 20．0�
611 ペイシャノリッジ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 浦河 �川 啓一 430 ― 〃 ハナ 22．2�
23 ファンキーホース 牡3鹿 56 福永 祐一鈴木 邦英氏 松下 武士 新冠 プログレスファーム 486 ―1：15．03 3．1�
714 ピエナビーチ 牡3青鹿56 古川 吉洋本谷 兼三氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 484 ―1：15．32 8．0�
35 ヒメノジャッカル 牡3鹿 56 加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 452 ―1：15．51� 97．6�
11 マコトヤマンバギリ 牡3栗 56 坂井 瑠星�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 480 ―1：15．6� 29．8	
815 エーティーボストン 牡3栗 56 田中 健荒木 徹氏 木原 一良 浦河 宮内牧場 488 ―1：15．7� 32．1

713 フルールドネージュ 牝3栗 54 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 416 ― 〃 クビ 16．3�
24 ザ ナ イ ツ 牡3青鹿56 岩田 康誠竹下 浩一氏 上村 洋行 新冠 福本 次雄 492 ―1：15．8� 8．0�
59 ケイアイマボラ 牡3鹿 56 川須 栄彦亀田 和弘氏 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 450 ―1：16．54 5．8
36 ピクシーサンライズ 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 444 ―1：16．6クビ 6．5�
612 ミラクルシャーク 牡3青鹿56 松山 弘平西浦 和男氏 音無 秀孝 様似 清水スタッド 454 ―1：16．7� 10．5�
510 ビーディオネ 牝3鹿 54 藤井勘一郎馬場 祥晃氏 作田 誠二 浦河 富田牧場 428 ―1：16．8� 197．5�
48 エルニーニョ 牡3芦 56 幸 英明栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 浦河小林牧場 512 ―1：17．33 51．7�
816 アカツキリンダ 牝3芦 54 小牧 太村岡 曉憲氏 服部 利之 新ひだか 原 則夫 450 ―1：17．4クビ 205．6�
47 ヤマニンスープル 牝3黒鹿54 国分 優作土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 光夫 394 ―1：17．82� 239．0�
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売 得 金
単勝： 25，189，100円 複勝： 32，220，300円 枠連： 9，406，300円
馬連： 35，854，800円 馬単： 14，655，200円 ワイド： 31，830，800円
3連複： 54，112，100円 3連単： 51，540，400円 計： 254，809，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 440円 � 540円 � 160円 枠 連（1－6） 3，130円

馬 連 �� 13，570円 馬 単 �� 25，500円

ワ イ ド �� 3，820円 �� 1，360円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 16，970円 3 連 単 ��� 154，400円

票 数

単勝票数 計 251891 的中 � 10035（8番人気）
複勝票数 計 322203 的中 � 16484（8番人気）� 12862（9番人気）� 67259（1番人気）
枠連票数 計 94063 的中 （1－6） 2329（14番人気）
馬連票数 計 358548 的中 �� 2047（43番人気）
馬単票数 計 146552 的中 �� 431（84番人気）
ワイド票数 計 318308 的中 �� 2100（44番人気）�� 6088（16番人気）�� 5546（19番人気）
3連複票数 計 541121 的中 ��� 2391（64番人気）
3連単票数 計 515404 的中 ��� 242（519番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．3―12．4―12．5―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．8―36．1―48．5―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルベアノット �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2017．3．4生 牡3鹿 母 ベネフィット 母母 ルークラティブ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 エーティーボストン号の騎手田中健は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000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 メイショウダイヤ号



06005 2月29日 曇 良 （2阪神1） 第1日 第5競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走12時15分 （芝・右・外）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

57 フライライクバード 牡3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 456－ 62：27．3 2．1�

11 モ リ ン ガ 牝3黒鹿54 岩崎 翼中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか タイヘイ牧場 B484－ 42：28．15 22．0�
22 ナリタアレス 牡3黒鹿56 四位 洋文�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 486＋ 22：28．42 4．4�
44 ダンシングリッチー 牡3鹿 56 和田 竜二米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 460－102：28．72 20．2�
33 ヴァイスリヒト 牡3栗 56 幸 英明�G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 0 〃 アタマ 48．7�
711 ウォルフライエ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482－ 62：28．8� 58．8	
56 ガニュメデスレイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介五十川雅規氏 庄野 靖志 日高 スマイルファーム 424± 02：29．22� 32．7

45 ナムアミダブツ 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �アフロin El Paso 石坂 公一 千歳 社台ファーム 460＋ 42：29．3クビ 140．0�
69 メイショウサンガ 牡3鹿 56 松山 弘平松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 506＋ 62：29．51� 4．2�
812 アーリンアーリン 牝3黒鹿54 松若 風馬吉田 勝利氏 寺島 良 新冠 ハシモトフアーム B432－ 2 〃 ハナ 72．7
813 デルマジェイド 牡3黒鹿56 国分 恭介浅沼 廣幸氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 524± 0 〃 クビ 20．5�
710 レッドレビン 牡3鹿 56 横山 典弘 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 488＋102：29．6	 13．4�
68 クレドゥボヌール 牡3鹿 56 岩田 康誠大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 杵臼牧場 436－ 22：29．8	 140．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，847，500円 複勝： 56，386，700円 枠連： 6，602，900円
馬連： 46，908，100円 馬単： 23，172，400円 ワイド： 47，181，900円
3連複： 79，966，500円 3連単： 96，767，400円 計： 389，833，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 350円 � 150円 枠 連（1－5） 2，490円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 860円 �� 250円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 14，820円

票 数

単勝票数 計 328475 的中 � 124731（1番人気）
複勝票数 計 563867 的中 � 203432（1番人気）� 23929（8番人気）� 89410（2番人気）
枠連票数 計 66029 的中 （1－5） 2050（9番人気）
馬連票数 計 469081 的中 �� 12959（8番人気）
馬単票数 計 231724 的中 �� 4605（11番人気）
ワイド票数 計 471819 的中 �� 12935（9番人気）�� 58768（1番人気）�� 7212（19番人気）
3連複票数 計 799665 的中 ��� 19945（8番人気）
3連単票数 計 967674 的中 ��� 4732（38番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．9―13．3―13．1―13．1―12．6―12．2―11．8―11．3―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．3―37．2―50．5―1：03．6―1：16．7―1：29．3―1：41．5―1：53．3―2：04．6―2：15．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F34．0
1
3
・（1，11）（7，12）（2，9）4，3，13，8，10，5，6・（1，11）（7，4，12）9（2，13）10，3，6，8，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フライライクバード �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．27 京都2着

2017．3．1生 牡3黒鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 4戦1勝 賞金 10，650，000円
〔制裁〕 ナリタアレス号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和2年3月14日から令和2年3月21日

まで騎乗停止。（被害馬：9番）

06006 2月29日 曇 稍重 （2阪神1） 第1日 第6競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）（500万円以下）

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
1：08．8
1：08．7

重
重

68 ジェネティクス 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 518＋101：11．9 1．6�
813 マ テ ィ ア ス 牡3栗 56 酒井 学本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 476－ 81：12．53� 6．1�
56 タケルラスティ 牡3栗 56 岩田 康誠森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 21：12．6� 22．4�
812 サウンドワイズ 牝3鹿 54 和田 竜二増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 山岡牧場 468－ 61：13．02� 54．4�
44 タマモアテネ 牝3栗 54 坂井 瑠星タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 470－ 21：13．31� 14．4	
710 メイショウユリシス 牝3黒鹿54 横山 典弘松本 好
氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 472＋ 61：13．51� 41．1�
45 アフィラトゥーラ 牡3黒鹿56 福永 祐一加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 490－101：13．6クビ 6．4�
69 フ ィ ニ ア ル 牝3栗 54 国分 恭介水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 432－ 4 〃 クビ 390．3
11 ウインカムトゥルー 牡3栗 56 松山 弘平�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム B472＋ 41：13．81� 18．1�
33 � エイシンタンチョウ 牡3鹿 56

53 ▲亀田 温心�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 470－ 21：13．9� 480．8�
22 ガラデレオン 牡3鹿 56 浜中 俊山口 敦広氏 鈴木 孝志 新ひだか 落合 一巳 468－ 41：14．32� 17．8�
57 エイシンシャンツェ 牡3鹿 56 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 高村牧場 460－ 41：14．4クビ 160．0�
711 メイショウアゴニカ 牝3鹿 54 幸 英明松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 484－ 61：14．82� 26．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，103，500円 複勝： 88，389，100円 枠連： 9，483，400円
馬連： 58，177，900円 馬単： 29，600，300円 ワイド： 52，919，600円
3連複： 90，156，300円 3連単： 125，197，900円 計： 492，028，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 300円 枠 連（6－8） 480円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 320円 �� 580円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 計 381035 的中 � 188190（1番人気）
複勝票数 計 883891 的中 � 524337（1番人気）� 70374（3番人気）� 30088（7番人気）
枠連票数 計 94834 的中 （6－8） 15235（2番人気）
馬連票数 計 581779 的中 �� 93369（1番人気）
馬単票数 計 296003 的中 �� 30453（2番人気）
ワイド票数 計 529196 的中 �� 46291（3番人気）�� 22843（6番人気）�� 9314（15番人気）
3連複票数 計 901563 的中 ��� 27983（9番人気）
3連単票数 計1251979 的中 ��� 13356（15番人気）

ハロンタイム 12．3―11．9―12．3―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―24．2―36．5―48．3―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．4
3 ・（4，8）12（1，5，13）6，2（3，9）7，10－11 4 ・（4，8）12（1，5，13）6，9（2，3）7，10－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジェネティクス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．15 阪神1着

2017．2．28生 牡3鹿 母 ソ ラ コ マ チ 母母 ブイルージュ 4戦2勝 賞金 18，700，000円



06007 2月29日 小雨 稍重 （2阪神1） 第1日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

22 � ダノンコスモス 牝6栗 55 川田 将雅�ダノックス 高橋 康之 日高 白井牧場 464－ 41：25．5 2．2�
77 キララアモーレ 牝4栗 55 松若 風馬吉澤 克己氏 今野 貞一 浦河 辻 牧場 480＋ 21：25．81� 54．0�
33 � トゥインクルリーフ 牝4鹿 55 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか ウエスタンファーム 440± 0 〃 ハナ 5．4�
44 ペイシャクレア 牝4鹿 55 国分 優作北所 直人氏 坂口 智康 浦河 杵臼斉藤牧場 418＋ 21：25．9� 3．2�
89 � ソ ル フ ァ 牝5鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 81：26．22 9．9�
55 コパノジョウオー 牝4栗 55 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 496－ 71：26．41	 6．6	
66 アレグレモエティー 牝4芦 55 古川 吉洋斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 470＋ 21：27．03� 45．9

11 � スターペスユキコ 牝4栗 55

52 ▲亀田 温心河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 464＋101：27．1� 158．9�
88 � ミニオンペール 牝4鹿 55 川須 栄彦 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 作田 誠二 新冠 サンローゼン 436－ 81：28．37 81．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，555，500円 複勝： 33，230，100円 枠連： 5，154，200円
馬連： 40，659，600円 馬単： 22，854，100円 ワイド： 29，674，400円
3連複： 55，971，000円 3連単： 108，607，100円 計： 326，706，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 940円 � 170円 枠 連（2－7） 7，080円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 7，180円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 290円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 35，800円

票 数

単勝票数 計 305555 的中 � 110531（1番人気）
複勝票数 計 332301 的中 � 103396（1番人気）� 5417（7番人気）� 48260（3番人気）
枠連票数 計 51542 的中 （2－7） 564（14番人気）
馬連票数 計 406596 的中 �� 6236（13番人気）
馬単票数 計 228541 的中 �� 2384（23番人気）
ワイド票数 計 296744 的中 �� 5291（13番人気）�� 30748（2番人気）�� 2629（20番人気）
3連複票数 計 559710 的中 ��� 5260（20番人気）
3連単票数 計1086071 的中 ��� 2199（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．6―47．9―1：00．3―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダノンコスモス 
�
父 アイルハヴアナザー 

�
母父 Mr. Greeley

2014．3．21生 牝6栗 母 グリーリーレイ 母母 コ ー レ イ 18戦1勝 賞金 31，850，000円
初出走 JRA

06008 2月29日 小雨 良 （2阪神1） 第1日 第8競走 ��
��1，800�4歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （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
1：44．4
1：43．9

良
良

44 サトノウィザード 牡4鹿 56 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 492＋ 21：49．0 1．9�
33 マルモネオフォース 牝4鹿 54 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 498－ 21：49．32 27．6�
66 � テンノカガヤキ 牝5鹿 55 坂井 瑠星天白 泰司氏 寺島 良 洞	湖 レイクヴィラファーム 436－ 81：49．51 22．2�
77 ピ ノ ク ル 牡4黒鹿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 490± 01：49．71
 5．8�
55 メイショウテンモン 牡5栗 57 酒井 学松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 520－ 2 〃 クビ 49．9�
22 � スワーヴシャルル 牡4黒鹿56 松山 弘平�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：49．8� 4．5	
78 アンクルテイオウ 牡4鹿 56 四位 洋文塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 アタマ 8．6

11 ノストラダムス 牡5鹿 57 岩田 康誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：50．01
 8．6�
89 ニホンピロヘイロー 牝5鹿 55 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 474－ 21：50．1� 58．5�
810 オンワードセルフ 牡4鹿 56 和田 竜二樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 476－161：50．42 231．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，693，800円 複勝： 47，238，000円 枠連： 9，519，300円
馬連： 63，811，600円 馬単： 31，240，200円 ワイド： 47，220，500円
3連複： 85，857，800円 3連単： 134，494，900円 計： 459，076，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 530円 � 440円 枠 連（3－4） 1，700円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 560円 �� 660円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 6，400円 3 連 単 ��� 19，300円

票 数

単勝票数 計 396938 的中 � 161578（1番人気）
複勝票数 計 472380 的中 � 138093（1番人気）� 17139（7番人気）� 21575（6番人気）
枠連票数 計 95193 的中 （3－4） 4328（6番人気）
馬連票数 計 638116 的中 �� 26525（9番人気）
馬単票数 計 312402 的中 �� 9789（8番人気）
ワイド票数 計 472205 的中 �� 22508（6番人気）�� 18879（10番人気）�� 3569（28番人気）
3連複票数 計 858578 的中 ��� 10058（23番人気）
3連単票数 計1344949 的中 ��� 5052（66番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．8―13．1―13．1―12．2―11．1―10．7―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．5―50．6―1：03．7―1：15．9―1：27．0―1：37．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノウィザード �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．14 京都1着

2016．3．30生 牡4鹿 母 ブロードストリート 母母 フィラストリート 7戦2勝 賞金 26，650，000円



06009 2月29日 小雨 良 （2阪神1） 第1日 第9競走 ��
��1，600�うずしおステークス

発走14時25分 （芝・右・外）
牝，4歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，55�

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

710 ブランノワール 牝4鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：33．6 13．5�
68 トーセンブレス 牝5黒鹿55 和田 竜二島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472± 01：33．7� 17．0�
812 スイープセレリタス 牝4黒鹿55 池添 謙一 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494－10 〃 クビ 8．3�
33 レッドベルディエス 牝4鹿 55 松山 弘平 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 ハナ 4．1	
22 ソシアルクラブ 牝5栗 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B482＋ 61：33．8クビ 3．3

811 アルティマリガーレ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 446＋ 21：34．12 14．0�
79 ノーブルカリナン 牝5黒鹿55 四位 洋文 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 460－ 41：34．41	 14．4�
44 ロ ケ ッ ト 牝5栗 55 幸 英明ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 01：34．5	 5．1
56 ムーンチャイム 牝5栗 55 古川 吉洋ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 2 〃 クビ 33．6�
11 ヤマカツグレース 牝6栗 55 横山 典弘山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 462－ 21：35．35 72．0�
67 レジーナドーロ 牝5栗 55 藤岡 佑介�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 456＋ 41：35．72� 70．8�
55 ルガールカルム 牝4鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 470－ 21：36．01	 15．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，869，100円 複勝： 89，684，500円 枠連： 15，710，500円
馬連： 109，042，600円 馬単： 39，108，200円 ワイド： 82，905，500円
3連複： 157，055，600円 3連単： 171，329，800円 計： 728，705，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 400円 � 340円 � 250円 枠 連（6－7） 3，340円

馬 連 �� 7，420円 馬 単 �� 14，800円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 1，580円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 15，090円 3 連 単 ��� 104，460円

票 数

単勝票数 計 638691 的中 � 37673（5番人気）
複勝票数 計 896845 的中 � 55440（8番人気）� 68438（5番人気）� 102554（3番人気）
枠連票数 計 157105 的中 （6－7） 3636（17番人気）
馬連票数 計1090426 的中 �� 11384（32番人気）
馬単票数 計 391082 的中 �� 1981（63番人気）
ワイド票数 計 829055 的中 �� 10583（31番人気）�� 13542（22番人気）�� 16273（17番人気）
3連複票数 計1570556 的中 ��� 7804（60番人気）
3連単票数 計1713298 的中 ��� 1189（415番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．2―47．4―59．3―1：10．3―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランノワール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Singspiel デビュー 2018．10．20 京都3着

2016．2．15生 牝4鹿 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 11戦4勝 賞金 56，751，000円

06010 2月29日 雨 良 （2阪神1） 第1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

55 エレナアヴァンティ 牝3鹿 54 幸 英明加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 446－ 21：09．3 14．5�
78 メルテッドハニー 牝3黒鹿54 松山 弘平田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 392－ 61：09．51	 82．5�
810 エ グ レ ム ニ 牡3鹿 56 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 アタマ 6．2�
66 コスモリモーネ 牡3栗 56 国分 優作岡田 繁幸氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 498± 01：09．6
 60．2�
79 レ ジ ェ ー ロ 牝3黒鹿54 川田 将雅山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 400－ 2 〃 ハナ 3．5�
11 グリンデルヴァルト 牝3鹿 54 横山 典弘藤田 好紀氏 坂口 智康 新ひだか 前田ファーム 452－ 4 〃 アタマ 22．0�
67 シオミチクレバ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 462－101：09．7� 4．4	

（独）

22 シャイニーズラン 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 456＋ 41：09．8
 13．0

811 テーオーマルクス 牡3鹿 56 川須 栄彦小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 478＋ 81：10．01
 4．4�
33 � ピ ン シ ャ ン 牡3栗 56 福永 祐一冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With

Me Stables Inc. 460＋ 21：10．1クビ 16．1�
44 グランフェスタ 牡3黒鹿56 四位 洋文市川義美ホール

ディングス 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 442＋101：10．31
 13．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 54，852，100円 複勝： 74，424，700円 枠連： 15，013，500円
馬連： 106，820，800円 馬単： 40，383，700円 ワイド： 72，430，400円
3連複： 140，191，200円 3連単： 175，624，900円 計： 679，741，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 500円 � 1，790円 � 250円 枠 連（5－7） 3，270円

馬 連 �� 40，880円 馬 単 �� 62，570円

ワ イ ド �� 10，060円 �� 1，210円 �� 5，950円

3 連 複 ��� 68，000円 3 連 単 ��� 491，610円

票 数

単勝票数 計 548521 的中 � 30257（7番人気）
複勝票数 計 744247 的中 � 37924（8番人気）� 9402（11番人気）� 93084（4番人気）
枠連票数 計 150135 的中 （5－7） 3557（14番人気）
馬連票数 計1068208 的中 �� 2025（50番人気）
馬単票数 計 403837 的中 �� 484（93番人気）
ワイド票数 計 724304 的中 �� 1820（49番人気）�� 15934（17番人気）�� 3093（43番人気）
3連複票数 計1401912 的中 ��� 1546（124番人気）
3連単票数 計1756249 的中 ��� 259（743番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―11．5―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．4―45．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレナアヴァンティ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 メジロライアン デビュー 2019．6．29 福島1着

2017．4．28生 牝3鹿 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール 6戦3勝 賞金 46，555，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 グリンデルヴァルト号の騎手横山典弘は，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10，000円。（被害馬：4

番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



06011 2月29日 雨 稍重 （2阪神1） 第1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，31．2．23以降2．2．23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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

714� ヒストリーメイカー 牡6黒鹿54 藤岡 佑介岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 546＋ 42：04．1 3．4�
24 クリンチャー 牡6鹿 57 池添 謙一前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 496＋ 62：04．2� 7．3�
47 	 アポロテネシー 牡5鹿 54 松山 弘平アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

512－ 2 〃 クビ 5．6�
612 コマビショウ 牡5黒鹿55 和田 竜二小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 500－ 22：04．3クビ 21．3�
11 テーオーフォース 牡5黒鹿53 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 62：04．51
 47．3�
611 ノーヴァレンダ 牡4黒鹿56 A．シュタルケ �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 534＋ 4 〃 ハナ 11．6	

（独）

35 コスモカナディアン 牡7鹿 55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 498－ 22：04．6クビ 59．6

713 ナムラアラシ 牡7鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 524－102：04．81
 14．9�
510 メイショウウタゲ 牡9栗 56 高倉 稜松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 518＋ 22：05．01
 173．7�
48 デザートスネーク �6鹿 55 松田 大作石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 488＋ 62：05．1� 8．4
815 ミッキーポジション 牡5鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 494－102：05．41� 18．4�
816 メモリーコウ 牝5栗 52 坂井 瑠星�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 478＋11 〃 ハナ 8．0�
12 メイショウスミトモ 牡9鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496＋16 〃 クビ 88．8�
59 ジュンヴァルカン 牡7鹿 54 藤井勘一郎河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 542＋182：06．03� 44．9�
36 テルペリオン 牡6栗 57 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 B536－ 22：06．63� 13．3�

（15頭）
23 ビ ス カ リ ア 牝8鹿 53 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 78，409，300円 複勝： 119，277，100円 枠連： 47，210，100円
馬連： 243，278，900円 馬単： 77，676，400円 ワイド： 159，615，100円
3連複： 424，986，900円 3連単： 433，498，800円 計： 1，583，952，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 310円 � 190円 枠 連（2－7） 1，980円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 510円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 24，500円

票 数

単勝票数 差引計 784093（返還計 2230） 的中 � 180608（1番人気）
複勝票数 差引計1192771（返還計 4523） 的中 � 234956（1番人気）� 82482（6番人気）� 163156（2番人気）
枠連票数 差引計 472101（返還計 309） 的中 （2－7） 18451（9番人気）
馬連票数 差引計2432789（返還計 18827） 的中 �� 74655（8番人気）
馬単票数 差引計 776764（返還計 6681） 的中 �� 13992（11番人気）
ワイド票数 差引計1596151（返還計 13783） 的中 �� 35885（11番人気）�� 85587（1番人気）�� 28468（18番人気）
3連複票数 差引計4249869（返還計 66087） 的中 ��� 56766（13番人気）
3連単票数 差引計4334988（返還計 65377） 的中 ��� 12825（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．1―48．5―1：01．3―1：13．7―1：26．2―1：38．6―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

�ヒストリーメイカー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 バブルガムフェロー

2014．3．7生 牡6黒鹿 母 チヨノドラゴン 母母 ブリリアントノバ 11戦4勝 賞金 74，232，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 ビスカリア号は，疾病〔左角膜炎〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）13頭 アルドーレ号・クロスケ号・サトノプライム号・サーブルオール号・シャイニービーム号・ジョルジュサンク号・

ジョーダンキング号・スウィフトレイド号・ノーブルサターン号・ヒロブレイブ号・ブレスジャーニー号・
ミュゼエイリアン号・メイプルブラザー号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

06012 2月29日 雨 稍重 （2阪神1） 第1日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （芝・右・外）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．3

良
良

89 アンドラステ 牝4黒鹿55 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 466－ 41：34．4 1．5�

11 ライオネルカズマ 牡6鹿 57 池添 謙一合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 B516± 01：34．61� 15．7�
77 オースミカテドラル 牡4鹿 57 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 460－ 21：34．7	 5．2�
44 ステイオンザトップ 牡6栗 57 松山 弘平 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476± 01：34．91 7．0�
66 エイシンルカーノ 牡6栗 57 和田 竜二�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 486＋241：35．21	 46．1	
33 テーオーアマゾン 牡4青鹿57 藤岡 佑介小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：35．41� 21．6

22 ヴ ィ ン ト 牡4鹿 57 四位 洋文平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 530－ 61：35．71	 7．2�
55 サイモンサーマル 
5鹿 57 柴田 未崎澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 21：36．55 263．5�
88 ミッキーボニータ 
5鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452± 01：37．77 93．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 72，401，100円 複勝： 115，631，700円 枠連： 11，945，800円
馬連： 91，857，400円 馬単： 54，733，300円 ワイド： 60，884，200円
3連複： 128，091，700円 3連単： 303，519，100円 計： 839，064，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（1－8） 1，040円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 350円 �� 170円 �� 530円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，510円

票 数

単勝票数 計 724011 的中 � 366397（1番人気）
複勝票数 計1156317 的中 � 733751（1番人気）� 72722（4番人気）� 123367（2番人気）
枠連票数 計 119458 的中 （1－8） 8835（4番人気）
馬連票数 計 918574 的中 �� 65274（4番人気）
馬単票数 計 547333 的中 �� 30768（5番人気）
ワイド票数 計 608842 的中 �� 40041（5番人気）�� 111587（1番人気）�� 24438（8番人気）
3連複票数 計1280917 的中 ��� 102341（3番人気）
3連単票数 計3035191 的中 ��� 62586（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―34．9―46．7―58．5―1：10．2―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンドラステ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dynaformer デビュー 2019．1．20 京都1着

2016．3．17生 牝4黒鹿 母 ヴァリディオル 母母 ヴ ァ レ ラ 4戦3勝 賞金 30，562，000円



後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

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
務員出走奨励金

勝馬投票券売得金
単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】

計

総入場人員 0名 0名（有料入場人員 ）

特 記 事 項
第1回阪神競馬第1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。


