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04013 2月13日 曇 良 （4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 5，200，000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

44 コパノフランシス 牝3栗 54 岩田 望来小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 浦河 中島牧場 472－ 41：13．8 5．7�
68 ハリーオンダウン 牝3黒鹿54 坂井 瑠星橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 452＋ 2 〃 クビ 4．3�
22 ニホンピロクリーク 牝3鹿 54 国分 優作小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 472－ 4 〃 ハナ 2．3�
711 ソーメニーサンクス 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 深山 雅史 様似 中村 勝則 432－ 61：14．86 159．6�
33 ゴッドハニービー 牝3黒鹿54 団野 大成中西 憲治氏 角田 晃一 登別 ユートピア牧場 434－ 61：15．11� 18．0�
45 ア ク ア ヒ ナ 牝3黒鹿54 �島 克駿フィールドレーシング 新谷 功一 新冠 松浦牧場 488－ 2 〃 クビ 20．2	
56 ハクサンメモリー 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ河﨑 五市氏 高橋 康之 新ひだか 三木田牧場 432＋ 81：15．52 82．6

69 メイショウベレー 牝3栗 54 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村下 明博 434－ 81：15．71� 45．3�
812 タマモエストレジャ 牝3青鹿54 国分 恭介タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 478－ 21：15．91� 161．6
813 ファンタジックラン 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 448＋121：16．11� 5．7�
11 ヨシノエトワール 牝3黒鹿54 和田 竜二清水 義德氏 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 478－ 81：16．2� 91．5�
710 デ ィ ガ ス ト 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 安惠氏 小林 真也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：16．83� 12．6�
57 ビ ー ガ ー ル 牝3栗 54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 416－101：17．65 116．0�
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売 得 金
単勝： 33，102，100円 複勝： 40，658，600円 枠連： 9，032，500円
馬連： 54，141，200円 馬単： 23，722，600円 ワイド： 48，844，700円
3連複： 83，177，800円 3連単： 91，412，700円 計： 384，092，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 130円 � 110円 枠 連（4－6） 850円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 330円 �� 270円 �� 210円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 6，980円

票 数

単勝票数 計 331021 的中 � 46389（3番人気）
複勝票数 計 406586 的中 � 51308（3番人気）� 73605（2番人気）� 126235（1番人気）
枠連票数 計 90325 的中 （4－6） 8193（4番人気）
馬連票数 計 541412 的中 �� 32869（4番人気）
馬単票数 計 237226 的中 �� 6212（11番人気）
ワイド票数 計 488447 的中 �� 34373（4番人気）�� 45432（2番人気）�� 64341（1番人気）
3連複票数 計 831778 的中 ��� 75043（1番人気）
3連単票数 計 914127 的中 ��� 9487（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．8―12．5―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．7―35．5―48．0―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノフランシス �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 サクラローレル デビュー 2021．9．25 中京3着

2019．4．16生 牝3栗 母 シラヤマヒメ 母母 メイショウユウゼン 6戦1勝 賞金 7，780，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※アクアヒナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04014 2月13日 曇 良 （4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 5，200，000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

56 ブリヨンカズマ 牡3芦 56 岩田 望来合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B512－ 61：57．2 10．4�
710 キ ン グ ク ー 牡3鹿 56 M．デムーロ辻子 依旦氏 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 2 〃 クビ 5．3�
79 アトランティス 牡3鹿 56 横山 典弘山口功一郎氏 安田 翔伍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498± 0 〃 ハナ 2．1�
67 ニシノメイタンテイ 牡3黒鹿56 福永 祐一西山 茂行氏 浅見 秀一 日高 沖田牧場 492± 01：57．62� 2．5�
11 キタノダロマ 牡3鹿 56 高倉 稜北所 直人氏 吉田 直弘 日高 アイズスタッド株式会社 460－ 21：58．23� 389．9�
22 サダムパッション 牡3黒鹿56 藤懸 貴志大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 518＋ 41：58．3クビ 252．1�
33 ク ロ ガ ネ 牡3芦 56 幸 英明石川 達絵氏 寺島 良 日高 下河辺牧場 476－ 21：58．51� 20．9	
811 タ ボ ン 牡3鹿 56 国分 優作サン 安達 昭夫 新冠 武田 修一 480± 01：58．81� 109．9

812 デルマオベロン 牡3栗 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 452＋ 51：59．43� 258．4�
68 メイショウクモジ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 476＋121：59．61� 88．6�
55 ホシハタノキセキ 牡3芦 56 酒井 学北幸商事 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B436－ 41：59．81 49．1�
44 ボードメンバー 牡3鹿 56 小崎 綾也安原 浩司氏 西村 真幸 日高 浜本牧場 508＋ 8 〃 クビ 40．3�
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売 得 金
単勝： 33，342，800円 複勝： 46，410，100円 枠連： 8，642，700円
馬連： 44，801，500円 馬単： 25，656，300円 ワイド： 41，092，800円
3連複： 72，674，600円 3連単： 106，449，200円 計： 379，070，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 170円 � 170円 � 110円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 5，750円

ワ イ ド �� 620円 �� 320円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 15，040円

票 数

単勝票数 計 333428 的中 � 25627（4番人気）
複勝票数 計 464101 的中 � 49022（4番人気）� 49236（3番人気）� 184595（1番人気）
枠連票数 計 86427 的中 （5－7） 12704（2番人気）
馬連票数 計 448015 的中 �� 14810（7番人気）
馬単票数 計 256563 的中 �� 3342（15番人気）
ワイド票数 計 410928 的中 �� 15031（8番人気）�� 33077（4番人気）�� 45267（2番人気）
3連複票数 計 726746 的中 ��� 35976（4番人気）
3連単票数 計1064492 的中 ��� 5129（42番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―14．3―13．7―13．0―13．1―12．8―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．9―52．6―1：05．6―1：18．7―1：31．5―1：44．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブリヨンカズマ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2021．7．18 函館8着

2019．2．6生 牡3芦 母 スプレンダークラン 母母 スカーレットレディ 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 キングクー号の騎手M．デムーロは，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・9番）

ニシノメイタンテイ号の騎手福永祐一は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

第１回 阪神競馬 第２日



04015 2月13日 小雨 良 （4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 5，200，000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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

813 メイショウキッド 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 500＋ 61：26．0 1．3�
814 リッキーヤスオカ 牡3栗 56 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 小崎 憲 日高 下河辺牧場 512－ 41：26．63� 6．7�
22 クリノミニスター 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 守氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 466± 01：26．8� 65．5�
34 エ バ ニ ス タ 牡3鹿 56 �島 良太畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 474－ 81：27．01� 52．1�
33 ゲ イ ボ ル グ 牡3鹿 56 荻野 琢真吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 11．2�
69 マスタープラン 牡3黒鹿56 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 526＋ 61：27．1クビ 19．8	
46 サイモンカーチス 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 81：27．63 279．9

711 フレイムジョーカー 牡3鹿 56 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 500－ 4 〃 クビ 46．2�
58 スカイウィッチ 牝3黒鹿54 岩田 望来山口 正行氏 寺島 良 新ひだか 有限会社石川牧場 432－ 21：28．13 17．8�
11 キャンディボイス 牡3鹿 56 斎藤 新濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム B532± 01：28．2クビ 123．7
45 ハピネスガッサン 牝3栗 54 幸 英明西村 專次氏 田島 俊明 浦河 中脇 満 426＋ 41：28．3� 32．8�
610 ランビリズマ 牝3鹿 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新ひだか 福岡 駿弥 494± 01：29．15 179．9�
712 ワーキングスタイル 牝3栗 54 池添 謙一 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－121：29．52 31．2�
57 メ タ バ ー ス 牝3栗 54 中井 裕二田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか タガミファーム 490－141：32．8大差 215．6�
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売 得 金
単勝： 42，972，100円 複勝： 192，361，100円 枠連： 13，928，900円
馬連： 55，090，000円 馬単： 40，881，400円 ワイド： 57，901，500円
3連複： 98，980，200円 3連単： 159，129，800円 計： 661，245，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 � 500円 枠 連（8－8） 310円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 350円

ワ イ ド �� 170円 �� 660円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 3，410円

票 数

単勝票数 計 429721 的中 � 263123（1番人気）
複勝票数 計1923611 的中 � 1565699（1番人気）� 112196（2番人気）� 14503（9番人気）
枠連票数 計 139289 的中 （8－8） 33841（1番人気）
馬連票数 計 550900 的中 �� 140101（1番人気）
馬単票数 計 408814 的中 �� 86965（1番人気）
ワイド票数 計 579015 的中 �� 119725（1番人気）�� 18925（8番人気）�� 6814（19番人気）
3連複票数 計 989802 的中 ��� 39613（6番人気）
3連単票数 計1591298 的中 ��� 33734（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．6―12．6―13．1―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．6―47．2―1：00．3―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウキッド �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2021．9．26 中京3着

2019．3．31生 牡3鹿 母 マイラッキー 母母 エレクションスター 9戦1勝 賞金 18，400，000円
〔発走状況〕 メイショウキッド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メタバース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月13日まで平地競走に

出走できない。
※ハピネスガッサン号・ワーキングスタイル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04016 2月13日 小雨 良 （4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

36 エルデスペラード 牡3青鹿56 幸 英明 �京都ホースレーシング 橋口 慎介 新冠 村上 進治 430 ―1：57．0 12．4�
612 テイエムサンボーイ 牡3鹿 56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 新冠 大栄牧場 534 ―1：57．63� 56．2�
713 チェリーオントップ 牝3青鹿54 和田 竜二吉田ひとみ氏 友道 康夫 洞�湖 レイクヴィラファーム 452 ―1：57．81� 5．8�
714 ルージュディザイア 牝3栗 54 岩田 望来 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 470 ―1：58．43� 13．0�
11 エスケイカイザー 牡3黒鹿56 太宰 啓介伊藤 輔則氏 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 516 ― 〃 ハナ 67．2�
12 ウォータールグラン 牝3鹿 54 斎藤 新山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 494 ―1：58．71� 3．0	
815 メイショウトロント 牡3黒鹿56 坂井 瑠星松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 496 ―1：58．8� 3．5

35 エイミーバローズ 牝3栗 54 団野 大成猪熊 広次氏 松下 武士 日高 シンボリ牧場 454 ―1：58．9クビ 6．4�
510 レーダーベクター 牡3青鹿56 水口 優也山上 和良氏 牧田 和弥 様似 澤井 義一 464 ―1：59．0� 223．4�
23 オレオールシチー 牡3栗 56 藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 新ひだか 幌村牧場 442 ―1：59．1� 64．5
59 テイエムラヴィータ 牡3鹿 56 中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新冠 カミイスタット 540 ―1：59．2� 109．4�
24 ケイアイギャラクシ 牡3栗 56 藤懸 貴志 �ケイアイスタリオン 宮本 博 新冠 隆栄牧場 558 ― 〃 アタマ 53．5�
611 テーオーインパクト 牡3栗 56 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 タニグチ牧場 516 ―1：59．73 30．1�
816 ベイクルーズ 牡3芦 56 酒井 学合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 478 ―1：59．8クビ 36．3�
48 ヒロシゲローズ 牝3鹿 54 国分 恭介�ウエストヒルズ 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 458 ―2：00．12 117．4�
47 メイショウヤマジロ 牡3鹿 56 荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 高橋フアーム 540 ―2：01．27 148．2�
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売 得 金
単勝： 37，254，000円 複勝： 41，033，800円 枠連： 13，315，500円
馬連： 50，311，200円 馬単： 22，325，700円 ワイド： 45，468，400円
3連複： 78，213，000円 3連単： 79，251，900円 計： 367，173，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 360円 � 800円 � 230円 枠 連（3－6） 3，350円

馬 連 �� 30，410円 馬 単 �� 60，660円

ワ イ ド �� 6，060円 �� 1，010円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 40，420円 3 連 単 ��� 346，130円

票 数

単勝票数 計 372540 的中 � 23913（5番人気）
複勝票数 計 410338 的中 � 29458（5番人気）� 11690（9番人気）� 53194（3番人気）
枠連票数 計 133155 的中 （3－6） 3078（12番人気）
馬連票数 計 503112 的中 �� 1282（52番人気）
馬単票数 計 223257 的中 �� 276（105番人気）
ワイド票数 計 454684 的中 �� 1882（49番人気）�� 12040（12番人気）�� 4315（25番人気）
3連複票数 計 782130 的中 ��� 1451（97番人気）
3連単票数 計 792519 的中 ��� 166（694番人気）

ハロンタイム 13．6―11．9―14．6―13．1―13．0―12．9―12．6―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―25．5―40．1―53．2―1：06．2―1：19．1―1：31．7―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．9
1
3
2，6，12（5，13）（14，15）1，10，7，4，3，16，9（8，11）
2，6，12（5，14，13）－（1，15）（10，7）－（4，3）（9，11）－（16，8）

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

勝馬の
紹 介

エルデスペラード �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2019．3．30生 牡3青鹿 母 シェリトリンド 母母 ラクカラチャ 1戦1勝 賞金 6，000，000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 テイエムシップ号・ドンチッチョ号・メイショウオグマ号



04017 2月13日 小雨 良 （4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 5，200，000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
1：31．1
1：30．3

良
良

22 デ ィ オ 牡3黒鹿56 岩田 望来石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 486＋ 61：35．4 1．8�
68 メイショウソラフネ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 石橋 守 浦河 太陽牧場 442－ 41：35．82� 40．5�
44 バルタザール 牡3鹿 56 和田 竜二�LEVEL－K 茶木 太樹 浦河 ディアレスト

クラブ 490＋ 4 〃 ハナ 12．7�
45 メジャークオリティ 牡3鹿 56 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 ハナ 26．2�
711 コスタボニータ 牝3芦 54 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 456＋ 21：36．01 4．0	
33 ボルザコフスキー 牡3黒鹿56 坂井 瑠星犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 500＋ 21：36．42� 18．6

11 アンブロジアーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 414＋ 4 〃 アタマ 85．7�

69 ダノンフォーナイン 牡3青鹿56 �島 克駿�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 504＋ 21：36．5� 18．8�
813 セントカメリア 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 ハナ 5．8
56 テーオーコンドル �3青鹿56 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 476＋ 81：36．92� 35．2�
57 ルシャドール 牝3鹿 54 斎藤 新杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 418－ 2 〃 クビ 205．0�
812 ヴェルデヴェント 牝3芦 54 藤井勘一郎井手 慶祐氏 鈴木慎太郎 日高 スマイルファーム 438± 01：37．54 552．6�
710 スキューマパーラ 牝3鹿 54 中井 裕二�髙昭牧場 長谷川浩大 浦河 高昭牧場 424－ 81：37．82 687．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，531，500円 複勝： 59，575，300円 枠連： 10，464，500円
馬連： 66，892，200円 馬単： 34，557，600円 ワイド： 62，865，400円
3連複： 105，917，100円 3連単： 132，618，800円 計： 522，422，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 590円 � 240円 枠 連（2－6） 950円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 410円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 27，580円

票 数

単勝票数 計 495315 的中 � 214076（1番人気）
複勝票数 計 595753 的中 � 189013（1番人気）� 17266（8番人気）� 54702（4番人気）
枠連票数 計 104645 的中 （2－6） 8468（4番人気）
馬連票数 計 668922 的中 �� 19389（9番人気）
馬単票数 計 345576 的中 �� 6975（14番人気）
ワイド票数 計 628654 的中 �� 15066（11番人気）�� 43686（3番人気）�� 6384（23番人気）
3連複票数 計1059171 的中 ��� 12502（24番人気）
3連単票数 計1326188 的中 ��� 3486（92番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．7―12．7―12．6―11．4―10．6―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．9―49．6―1：02．2―1：13．6―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ ィ オ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．10．30 東京4着

2019．3．10生 牡3黒鹿 母 エターナルブーケ 母母 キャットアリ 4戦1勝 賞金 9，600，000円
〔3走成績による出走制限〕 ヴェルデヴェント号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月13日まで平地競走に出走で

きない。

04018 2月13日 小雨 良 （4阪神1） 第2日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時50分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

66 ショウナンアデイブ 牡3青鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 496－ 22：00．9 2．0�
44 ヘクトパスカル 牝3黒鹿54 幸 英明西村 健氏 橋口 慎介 新ひだか 坂本 智広 428± 02：01．21� 4．7�
22 ヴァレプロフォンダ 牡3鹿 56 和田 竜二ゴドルフィン 杉山 晴紀 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496 ― 〃 クビ 54．1�
78 ディナースタ 牡3栗 56 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻野 泰之 日高 クラウン日高牧場 462－ 42：01．3� 8．1�
33 サンセットクラウド 牡3芦 56 坂井 瑠星前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446± 02：01．4� 17．5�
55 クレエンシア 牝3栗 54 福永 祐一 	キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 446－ 62：01．61 3．5

89 グロースザーゲ 牝3栗 54 藤懸 貴志小川眞査雄氏 小林 真也 千歳 社台ファーム 406＋ 42：01．91� 144．5�
11 フォールロワ 牡3栗 56 団野 大成フィールドレーシング 四位 洋文 新ひだか 千代田牧場 464± 0 〃 � 16．5�
810 リゾルテッツァ 牡3栗 56 斎藤 新 	社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム 490＋ 62：02．43 80．7
77 ハタノラトゥール 牡3鹿 56 酒井 学 	グッドラック・ファーム 四位 洋文 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 496 ―2：08．4大差 186．6�
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売 得 金
単勝： 43，540，000円 複勝： 105，914，700円 枠連： 6，886，800円
馬連： 54，715，200円 馬単： 33，367，100円 ワイド： 50，845，100円
3連複： 85，052，700円 3連単： 153，039，200円 計： 533，360，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 670円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，370円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 14，440円

票 数

単勝票数 計 435400 的中 � 166960（1番人気）
複勝票数 計1059147 的中 � 700223（1番人気）� 102369（2番人気）� 11039（7番人気）
枠連票数 計 68868 的中 （4－6） 12391（2番人気）
馬連票数 計 547152 的中 �� 97942（2番人気）
馬単票数 計 333671 的中 �� 34107（3番人気）
ワイド票数 計 508451 的中 �� 83763（2番人気）�� 8216（15番人気）�� 4094（21番人気）
3連複票数 計 850527 的中 ��� 12225（14番人気）
3連単票数 計1530392 的中 ��� 7682（49番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．7―12．5―12．3―12．1―11．9―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．9―37．6―50．1―1：02．4―1：14．5―1：26．4―1：37．9―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンアデイブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mineshaft デビュー 2021．10．9 阪神2着

2019．2．1生 牡3青鹿 母 シ ー ヴ 母母 Belterra 5戦1勝 賞金 14，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハタノラトゥール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月13日まで平地競

走に出走できない。



04019 2月13日 小雨 良 （4阪神1） 第2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 7，700，000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

77 カ サ デ ガ 牡4芦 56 岩田 望来杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 B464＋ 81：55．6 2．9�
44 ニホンピロクリフ 牡4黒鹿56 森 裕太朗小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 478－ 21：55．81� 24．1�
66 フォルツァンド 牡4鹿 56 和田 竜二 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 518－ 4 〃 ハナ 3．1�
55 ワイドレッジャドロ 牡5黒鹿57 幸 英明幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 516＋ 61：56．01� 5．4�
11 � レッドヴァイス �4芦 56 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－111：56．64 3．5�
88 ヒルノエドワード 牡5黒鹿57 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 486－ 21：56．91� 18．7	
33 � バンディエラ 牡6栗 57 木幡 初也�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 松本 信行 524－ 21：57．11 174．2

89 クリノアンビシャス 牡4青鹿56 団野 大成栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 492＋ 41：57．31� 32．7�
22 � アイファーチーター 牡4栗 56 藤井勘一郎中島 稔氏 的場 均 日高 Wing Farm 468＋ 21：58．57 237．8�
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売 得 金
単勝： 38，465，500円 複勝： 39，780，900円 枠連： 8，418，200円
馬連： 55，783，600円 馬単： 29，886，300円 ワイド： 41，109，400円
3連複： 79，854，900円 3連単： 141，600，200円 計： 434，899，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 320円 � 140円 枠 連（4－7） 3，030円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 670円 �� 200円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 9，300円

票 数

単勝票数 計 384655 的中 � 103638（1番人気）
複勝票数 計 397809 的中 � 132392（1番人気）� 18785（6番人気）� 75478（2番人気）
枠連票数 計 84182 的中 （4－7） 2152（11番人気）
馬連票数 計 557836 的中 �� 16501（9番人気）
馬単票数 計 298863 的中 �� 5883（14番人気）
ワイド票数 計 411094 的中 �� 13565（9番人気）�� 64970（1番人気）�� 18338（7番人気）
3連複票数 計 798549 的中 ��� 42203（4番人気）
3連単票数 計1416002 的中 ��� 11032（36番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―14．7―13．1―12．7―12．8―12．4―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―39．7―52．8―1：05．5―1：18．3―1：30．7―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ サ デ ガ 
�
父 ブラックタイド 

�
母父 Zensational デビュー 2020．11．28 阪神2着

2018．3．28生 牡4芦 母 エイシンサンタフェ 母母 Time Is Tight 16戦2勝 賞金 28，400，000円

04020 2月13日 雨 稍重 （4阪神1） 第2日 第8競走 ��
��1，600�こ ぶ し 賞

発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・右・外）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

55 スタニングローズ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：36．9 1．7�
33 セイウンハーデス 牡3黒鹿56 幸 英明西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 �川 啓一 472± 0 〃 アタマ 8．3�
66 スカイフォール 牡3鹿 56 横山 典弘�NICKS 昆 貢 安平 ノーザンファーム 478＋101：37．21� 6．1�
44 レッドラマンシュ 牡3黒鹿56 池添 謙一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 浦河 富田牧場 470± 0 〃 クビ 17．4�
11 タガノエスコート 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± 0 〃 アタマ 8．8	
22 パ ン ド レ ア 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－121：37．62� 4．5

（6頭）

売 得 金
単勝： 50，594，100円 複勝： 28，194，800円 枠連： 発売なし
馬連： 60，359，000円 馬単： 35，651，800円 ワイド： 36，535，000円
3連複： 61，331，100円 3連単： 190，683，500円 計： 463，349，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 240円 �� 200円 �� 500円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 505941 的中 � 233411（1番人気）
複勝票数 計 281948 的中 � 111713（1番人気）� 32228（5番人気）
馬連票数 計 603590 的中 �� 67733（4番人気）
馬単票数 計 356518 的中 �� 28013（5番人気）
ワイド票数 計 365350 的中 �� 39836（4番人気）�� 51772（1番人気）�� 15545（10番人気）
3連複票数 計 613311 的中 ��� 54690（5番人気）
3連単票数 計1906835 的中 ��� 38541（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．5―25．3―38．0―50．8―1：03．3―1：15．0―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．6
3 ・（3，6）（2，1，5）－4 4 ・（3，6）（2，5）（1，4）

勝馬の
紹 介

スタニングローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．6．6 中京2着

2019．1．18生 牝3鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 6戦2勝 賞金 33，604，000円



04021 2月13日 雨 良 （4阪神1） 第2日 第9競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （ダート・右）

牝；負担重量は，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
1：08．8
1：08．5

重
重

714 タイセイグラシア 牝4黒鹿 55
51 ★古川 奈穂田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 452＋ 41：13．0 26．4�

24 メイショウミズモ 牝4黒鹿55 岩田 望来松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 418± 01：13．1� 3．6�
611 ジ ュ ラ ン ド 牝5栗 55 団野 大成�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 416± 01：13．2クビ 9．6�
47 レイワプリンセス 牝4栗 55 池添 謙一菅藤 孝雄氏 木原 一良 平取 清水牧場 508± 01：13．3� 6．8�
713� パルフェアンジュ 牝6栗 55 和田 竜二�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 472－ 21：13．5� 14．5�
23 キクノロージズ 牝7芦 55 高倉 稜菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 492＋ 41：13．61 4．9	
35 ル ー ア ン 牝6芦 55 藤岡 康太下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 498－ 41：13．7クビ 10．1

815� メイショウワダマ 牝5栗 55 太宰 啓介松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 456± 01：13．8� 30．3�
48 � カネトシディーバ 牝4黒鹿 55

51 ★永島まなみ兼松 昌男氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 480＋10 〃 ハナ 25．4�
12 サイモンルピナス 牝4黒鹿55 坂井 瑠星澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B436＋ 4 〃 アタマ 35．2
59 シ ャ ル ド ネ 牝5鹿 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 458－ 21：14．12 20．7�
816 フライングバレル 牝4鹿 55 松田 大作 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B474＋ 41：14．41� 33．6�
612 メイショウアゴニカ 牝5鹿 55 斎藤 新松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 506＋ 61：14．5� 39．7�
510� スエヒロヴァン 牝4鹿 55 秋山真一郎�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 B454－ 2 〃 ハナ 50．6�
11 タガノマーチ 牝4黒鹿55 城戸 義政八木 良司氏 荒川 義之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436± 01：14．6クビ 53．7�
36 メイショウカササギ 牝6鹿 55 �島 克駿松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 B486＋ 41：17．6大差 12．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，914，900円 複勝： 67，642，500円 枠連： 25，762，800円
馬連： 98，919，000円 馬単： 33，403，900円 ワイド： 92，945，800円
3連複： 160，842，200円 3連単： 152，692，200円 計： 672，123，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 860円 � 170円 � 240円 枠 連（2－7） 1，200円

馬 連 �� 6，060円 馬 単 �� 12，340円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 4，350円 �� 930円

3 連 複 ��� 16，230円 3 連 単 ��� 112，840円

票 数

単勝票数 計 399149 的中 � 12076（10番人気）
複勝票数 計 676425 的中 � 15566（12番人気）� 125498（1番人気）� 76150（3番人気）
枠連票数 計 257628 的中 （2－7） 16551（5番人気）
馬連票数 計 989190 的中 �� 12645（21番人気）
馬単票数 計 334039 的中 �� 2030（44番人気）
ワイド票数 計 929458 的中 �� 9738（26番人気）�� 5359（50番人気）�� 26874（7番人気）
3連複票数 計1608422 的中 ��� 7432（47番人気）
3連単票数 計1526922 的中 ��� 981（338番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．1―11．7―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―35．2―46．9―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイグラシア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．2．20 小倉9着

2018．4．29生 牝4黒鹿 母 インプレスゴールド 母母 ビューティフルゴールド 11戦2勝 賞金 15，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウカササギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月13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。
（非抽選馬） 2頭 ゴムマリ号・シャドウファックス号

04022 2月13日 小雨 良 （4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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

45 アルーブルト 牡4鹿 56 幸 英明ディアレストクラブ� 畑端 省吾 浦河 ディアレスト
クラブ 478＋ 21：52．8 2．2�

57 � ラヴネヴァーエンズ 牡5黒鹿57 横山 典弘ゴドルフィン 安田 翔伍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 530＋121：53．11	 8．6�

813 カシノブレンド 
6芦 57 藤井勘一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 456－ 4 〃 アタマ 31．7�
68 レプンカムイ 牡4黒鹿56 �島 克駿前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 480＋ 21：53．2� 2．7�
44 ソルトイブキ 牡6黒鹿57 和田 竜二杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 492＋ 21：53．41� 59．2�
22 スズカデレヤ 牡5青鹿57 秋山真一郎永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 辻 牧場 522－ 41：53．71� 11．1	
711 ヴァーダイト 牡5黒鹿57 福永 祐一 
キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504＋20 〃 クビ 19．6�
69 メイショウササユリ 牝8黒鹿55 国分 恭介松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 498－121：53．8� 152．1�
33 ベ ル ゼ ー ル 牝4栗 54 団野 大成 
シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 454± 01：54．0	 27．7
56 スズカパンサー 牡5栗 57 小崎 綾也永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B468－ 61：54．21 57．1�
710 ヴィーヴァバッカス 牡7栗 57 斎藤 新芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 清水スタッド B480＋ 61：54．41 141．2�
11 ホッコーハナミチ 牡4鹿 56 池添 謙一北幸商事� 長谷川浩大 日高 川端 正博 488＋ 61：54．82� 14．3�
812 シホノフォルテ 
6鹿 57 松田 大作村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B506＋ 41：56．410 189．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，673，200円 複勝： 73，408，200円 枠連： 21，786，500円
馬連： 133，925，300円 馬単： 56，941，200円 ワイド： 95，665，100円
3連複： 204，840，100円 3連単： 278，333，800円 計： 924，573，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 220円 � 380円 枠 連（4－5） 1，000円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 440円 �� 840円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 6，660円 3 連 単 ��� 18，560円

票 数

単勝票数 計 596732 的中 � 210181（1番人気）
複勝票数 計 734082 的中 � 237761（1番人気）� 70412（4番人気）� 34429（6番人気）
枠連票数 計 217865 的中 （4－5） 16828（2番人気）
馬連票数 計1339253 的中 �� 90594（3番人気）
馬単票数 計 569412 的中 �� 24716（4番人気）
ワイド票数 計 956651 的中 �� 59956（3番人気）�� 28876（7番人気）�� 8517（24番人気）
3連複票数 計2048401 的中 ��� 23058（18番人気）
3連単票数 計2783338 的中 ��� 10868（49番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．2―12．0―12．4―12．3―12．6―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．4―49．4―1：01．8―1：14．1―1：26．7―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3
6，4（8，12）（1，2，11）－5，9，13，3－10－7
6，4（8，12）（1，2，11）（9，5）13，3，10－7

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

勝馬の
紹 介

アルーブルト �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 マツリダゴッホ デビュー 2020．10．11 京都11着

2018．3．30生 牡4鹿 母 トリアンドルス 母母 デヴェロッペ 13戦4勝 賞金 64，642，000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13日 小雨 稍重 （4阪神1） 第2日 第11競走
第115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，3．2．13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，3．2．12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 910，000円 260，000円 130，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

711 アフリカンゴールド �7栗 56 国分 恭介ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468± 02：11．9 51．5�

11 タガノディアマンテ 牡6栗 56 幸 英明八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484＋ 42：12．11
 22．7�

45 サンレイポケット 牡7黒鹿56 	島 克駿永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 486＋122：12．2クビ 8．3�
69 ジェラルディーナ 牝4鹿 53 福永 祐一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454＋ 6 〃 アタマ 7．5�
56 ユーバーレーベン 牝4青鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 62：12．3� 3．1	
44 レッドガラン 牡7鹿 56 斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 524＋ 4 〃 クビ 6．9

33 エ ヒ ト 牡5鹿 56 松田 大作平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 464－ 2 〃 ハナ 48．6�
22 マリアエレーナ 牝4芦 53 坂井 瑠星金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 424＋ 22：12．4� 7．6�
68 ラ ー ゴ ム 牡4栗 55 池添 謙一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 528＋122：12．82� 13．0
57 ダノンマジェスティ 牡7鹿 56 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 492± 02：13．22� 78．7�
812 マ カ ヒ キ 牡9鹿 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：13．3� 24．3�
813 ディアマンミノル 牡5栗 56 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 468－ 62：13．51
 31．1�
710 レッドジェネシス 牡4鹿 56 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 82：13．81� 6．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 300，819，200円 複勝： 370，178，600円 枠連： 111，373，900円
馬連： 848，255，600円 馬単： 285，061，000円 ワイド： 632，945，600円
3連複： 1，595，301，300円 3連単： 2，012，952，500円 計： 6，156，887，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，150円 複 勝 � 970円 � 540円 � 320円 枠 連（1－7） 8，860円

馬 連 �� 37，320円 馬 単 �� 95，870円

ワ イ ド �� 6，840円 �� 3，320円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 73，310円 3 連 単 ��� 679，100円

票 数

単勝票数 計3008192 的中 � 46642（12番人気）
複勝票数 計3701786 的中 � 92526（11番人気）� 176856（8番人気）� 338294（6番人気）
枠連票数 計1113739 的中 （1－7） 9740（21番人気）
馬連票数 計8482556 的中 �� 17611（67番人気）
馬単票数 計2850610 的中 �� 2230（138番人気）
ワイド票数 計6329456 的中 �� 23627（65番人気）�� 49231（39番人気）�� 67734（29番人気）
3連複票数 計15953013 的中 ��� 16319（176番人気）
3連単票数 計20129525 的中 ��� 2149（1162番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．0―12．9―12．8―12．7―11．6―11．4―11．4―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―36．0―48．9―1：01．7―1：14．4―1：26．0―1：37．4―1：48．8―1：59．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アフリカンゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Gone West デビュー 2017．12．23 阪神9着

2015．3．26生 �7栗 母 ブ リ ク セ ン 母母 Danish 27戦5勝 賞金 169，948，000円

04024 2月13日 小雨 良 （4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 11，100，000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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

611 ワンダーイチョウ 牡4鹿 57 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 488－ 21：24．7 5．3�
713 グレートバニヤン 牡6鹿 57 幸 英明 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 B554－ 41：25．12� 68．9�
23 ロ ー ウ ェ ル �4黒鹿57 �島 克駿 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 542± 01：25．2� 7．8�
612 ラインオブフェイト 牝4栗 55 坂井 瑠星 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 462－ 4 〃 クビ 62．1�
24 ラフリッグフェル 牝5栗 55

51 ★古川 奈穂 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 436－ 61：25．3クビ 43．3	
510 マーチリリー 牝4青鹿55 団野 大成手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B490± 0 〃 クビ 24．1

59 	 ジョウショーモード 牡4栗 57 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 502－ 21：25．4
 95．9�
815 スエーニョブランコ 牝5芦 55 藤岡 康太藤田 在子氏 上村 洋行 日高 天羽 禮治 498－ 81：25．71
 9．8�
36 メイショウオーギシ 牡5栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 494＋ 41：25．8クビ 6．4
816 ユースフルラヴ 牝5黒鹿55 酒井 学吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 440－ 21：25．9
 147．7�
35 スラッシュメタル �7鹿 57 斎藤 新吉田 勝己氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B452－ 81：26．32� 99．8�
12 バーンパッション 牡5黒鹿57 池添 謙一岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 486－ 6 〃 アタマ 63．9�
48 イルデレーヴ 牡4鹿 57 岩田 望来 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：26．62 6．9�
11 キタノエクスプレス 牡4鹿 57 和田 竜二北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 502－101：27．12� 4．4�
714 クリノレオノール 牝8鹿 55 森 裕太朗栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 478－ 41：28．05 285．9�
47 インフィナイト 牝4黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 506＋121：30．2大差 5．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 92，858，000円 複勝： 106，427，000円 枠連： 34，174，300円
馬連： 177，459，400円 馬単： 60，912，700円 ワイド： 141，717，600円
3連複： 290，805，900円 3連単： 299，987，400円 計： 1，204，342，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 1，210円 � 290円 枠 連（6－7） 8，470円

馬 連 �� 19，800円 馬 単 �� 32，170円

ワ イ ド �� 5，490円 �� 910円 �� 6，600円

3 連 複 ��� 41，590円 3 連 単 ��� 341，960円

票 数

単勝票数 計 928580 的中 � 139795（2番人気）
複勝票数 計1064270 的中 � 160644（2番人気）� 18567（11番人気）� 95921（6番人気）
枠連票数 計 341743 的中 （6－7） 3125（26番人気）
馬連票数 計1774594 的中 �� 6945（46番人気）
馬単票数 計 609127 的中 �� 1420（83番人気）
ワイド票数 計1417176 的中 �� 6507（48番人気）�� 41913（10番人気）�� 5395（58番人気）
3連複票数 計2908059 的中 ��� 5243（118番人気）
3連単票数 計2999874 的中 ��� 636（837番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―34．6―46．8―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．9
3 ・（1，3）7（6，13，10）15（8，11）（4，12）－（5，16）（9，14）2 4 ・（1，3）（7，10）13（6，11，15）（8，4，12）（5，16，9）（2，14）

勝馬の
紹 介

ワンダーイチョウ �
�
父 ワンダーアキュート �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2021．1．23 中山6着

2018．2．6生 牡4鹿 母 ワンダーテルヌーラ 母母 ワンダーバーサトル 11戦3勝 賞金 35，560，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インフィナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月13日まで平地競走に

出走できない。

４レース目



（4阪神1）第2日 2月13日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良

競走回数 12回 出走頭数 151頭 本 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

284，420，000円
29，530，000円
1，960，000円
35，610，000円
3，000，000円
66，340，000円
4，373，500円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
822，067，400円
1，171，585，600円
263，786，600円
1，700，653，200円
682，367，600円
1，347，936，400円
2，916，990，900円
3，798，151，200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 12，703，538，900円

総入場人員 6，477名 （有料入場人員 6，316名）
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