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04025 2月19日 曇 良 （4阪神1） 第3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

610 カレンラファータ 牝3鹿 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 420－ 21：56．5 4．7�
57 ラ ピ ド ゥ ス 牝3鹿 54 �島 良太�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 482± 01：57．35 3．1�
711 ヴァンダンジュ 牝3栗 54 岩田 望来�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 4 〃 ハナ 4．0�
813 クリノフラッグ 牝3鹿 54 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 平取 坂東牧場 460－ 61：57．61� 24．6�
22 クインズグレイト 牝3青鹿54 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 松田牧場 430＋ 21：57．8� 8．8	
11 スズカサンサン 牝3芦 54 柴山 雄一永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 434－ 41：58．11� 209．2

69 エルザストラウム 牝3栗 54 秋山真一郎 �社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム 452＋ 21：58．2� 108．8�
58 ラミアヴィータ 牝3栗 54 横山 典弘 �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 464＋ 21：58．3� 14．9�
46 ウェイバックホーム 牝3鹿 54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 436± 01：58．51� 13．2
33 キ ツ ネ ビ 牝3栗 54 松若 風馬二口 雅一氏 畑端 省吾 新ひだか 静内フアーム 492± 02：01．4大差 46．3�
45 ハイグッドフォルテ 牝3栗 54 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 新ひだか へいはた牧場 420－ 82：01．82� 423．3�
712 ムーランシャタン 牝3栗 54 国分 恭介村上 卓史氏 小崎 憲 日高 白井牧場 426＋ 42：03．07 17．5�
814 ラブリアージェ 牝3栗 54 松田 大作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか サンコウ牧場 466－ 82：03．42� 60．6�
34 ハマベノルンナ 牝3芦 54 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 カロッテファーム 436－ 62：04．57 13．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，305，900円 複勝： 45，620，500円 枠連： 9，836，500円
馬連： 47，579，900円 馬単： 21，106，300円 ワイド： 43，910，100円
3連複： 74，913，800円 3連単： 74，618，300円 計： 344，891，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（5－6） 570円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 260円 �� 420円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 273059 的中 � 45624（3番人気）
複勝票数 計 456205 的中 � 69042（3番人気）� 138460（1番人気）� 71703（2番人気）
枠連票数 計 98365 的中 （5－6） 13149（2番人気）
馬連票数 計 475799 的中 �� 55576（1番人気）
馬単票数 計 211063 的中 �� 10320（3番人気）
ワイド票数 計 439101 的中 �� 47071（1番人気）�� 24621（3番人気）�� 34676（2番人気）
3連複票数 計 749138 的中 ��� 52364（1番人気）
3連単票数 計 746183 的中 ��� 9155（4番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―13．1―12．7―13．2―13．9―13．7―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．7―49．4―1：02．6―1：16．5―1：30．2―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F40．0
1
3
・（4，6）（12，14）－8，10（2，3，13）－（5，11）（9，7）－1・（4，6）12（10，14）8（2，13）11（3，7）－（5，9）－1

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

勝馬の
紹 介

カレンラファータ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2022．1．8 中京4着

2019．5．8生 牝3鹿 母 カレンコティヤール 母母 タシロスプリング 3戦1勝 賞金 6，620，000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〕 ハイグッドフォルテ号・ムーランシャタン号・ラブリアージェ号・ハマベノルンナ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月19日まで平地競走に出走できない。

04026 2月19日 曇 良 （4阪神1） 第3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

610 オンザダブル 牡3栗 56 川田 将雅 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 508± 01：13．0 1．3�
58 グ ラ ン デ 牡3栗 56 松田 大作 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 青森 諏訪牧場 474± 01：13．63� 10．8�
815 リネンファイト 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂戸山 光男氏 深山 雅史 新冠 樋渡 志尚 470－10 〃 ハナ 15．6�
713 ミキノプリンス 牡3鹿 56 和田 竜二谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 488－ 41：13．81� 36．5�
814 キャストロゲイル 牡3黒鹿56 C．ルメール 手嶋 美季氏 牧浦 充徳 新ひだか 田湯牧場 468－101：14．33 8．3	
59 サウンドヴァージル 牡3鹿 56 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 490－ 4 〃 アタマ 63．2

22 コブラクロー 牡3鹿 56 川須 栄彦山口 正行氏 �島 一歩 安平 �橋本牧場 564－ 21：14．51� 5．6�
34 シゲルカンガルー 牡3鹿 56 藤岡 康太森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 三好牧場 B484± 01：14．6� 275．5�
35 カ ラ ニ 牡3黒鹿56 藤井勘一郎助川 啓一氏 水野 貴広 日高 木村牧場 B512－ 81：15．34 312．7
611 カンタベリーホープ 牡3栗 56 柴山 雄一峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 444－ 81：15．4クビ 381．4�
47 ゴールドジャッジ 牡3栗 56 酒井 学居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 464－ 41：15．61 177．9�
46 シトラスダル 牝3鹿 54 秋山真一郎杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 林 孝輝 436－ 81：15．81� 202．3�
23 プ ラ ウ サ ス 牡3鹿 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 高橋フアーム 478＋ 41：16．32� 497．2�
712 リョウランポケット 牡3青鹿56 江田 照男佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 新冠 タニグチ牧場 482－ 21：17．47 360．5�

（14頭）
11 グリーンエンジェル 牝3黒鹿54 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 山野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，239，800円 複勝： 163，536，100円 枠連： 9，963，200円
馬連： 42，373，000円 馬単： 32，310，700円 ワイド： 43，453，900円
3連複： 68，290，200円 3連単： 128，150，000円 計： 524，316，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 160円 � 180円 枠 連（5－6） 500円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 250円 �� 340円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 3，900円

票 数

単勝票数 差引計 362398（返還計 481） 的中 � 211600（1番人気）
複勝票数 差引計1635361（返還計 1385） 的中 � 1317438（1番人気）� 63286（3番人気）� 52915（5番人気）
枠連票数 差引計 99632（返還計 799） 的中 （5－6） 15393（3番人気）
馬連票数 差引計 423730（返還計 2903） 的中 �� 66215（2番人気）
馬単票数 差引計 323107（返還計 1770） 的中 �� 32891（3番人気）
ワイド票数 差引計 434539（返還計 2678） 的中 �� 50780（2番人気）�� 32711（4番人気）�� 11216（10番人気）
3連複票数 差引計 682902（返還計 11983） 的中 ��� 33057（6番人気）
3連単票数 差引計1281500（返還計 14905） 的中 ��� 23802（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．2―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．9―48．1―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンザダブル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Saint Liam デビュー 2022．1．15 中京2着

2019．3．14生 牡3栗 母 アイアムルビー 母母 Cativa 3戦1勝 賞金 9，700，000円
〔出走取消〕 グリーンエンジェル号は，疾病〔左上眼瞼部挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リョウランポケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月19日まで平地競

走に出走できない。

第１回 阪神競馬 第３日



04027 2月19日 曇 良 （4阪神1） 第3日 第3競走 2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

33 エミサソウツバサ 牡3鹿 56 荻野 極亀岡 和彦氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 504－ 22：07．9 9．9�
88 シ ャ ン バ ラ 牡3黒鹿56 C．ルメール�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 22：08．22 3．5�
66 ダノンフューチャー 牡3栗 56 川田 将雅�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 516＋122：08．4� 2．1�
89 タイキモンストル 牡3栗 56 松山 弘平�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 492＋ 62：09．57 46．3�
55 ダンツエスプリ 牡3栗 56 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 476＋ 42：09．6クビ 17．4	
44 ワールドパレス 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希小林 量氏 服部 利之 安平 ゼットステーブル 450－ 12：10．45 380．1

22 ヒ ロ シ ク ン �3芦 56 松田 大作瀬谷 �雄氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534＋ 42：11．99 34．3�
77 インディバローズ 牡3鹿 56 福永 祐一猪熊 広次氏 須貝 尚介 浦河 桑田牧場 560＋ 62：12．32 4．9
11 レッドヴェルティス 牡3鹿 56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：12．4� 11．0�

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，538，300円 複勝： 55，083，800円 枠連： 6，594，800円
馬連： 46，683，200円 馬単： 26，806，600円 ワイド： 46，466，400円
3連複： 74，936，700円 3連単： 122，226，800円 計： 419，336，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 160円 � 140円 � 110円 枠 連（3－8） 2，050円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 5，180円

ワ イ ド �� 460円 �� 210円 �� 210円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 11，630円

票 数

単勝票数 計 405383 的中 � 32451（4番人気）
複勝票数 計 550838 的中 � 62933（4番人気）� 90466（2番人気）� 190067（1番人気）
枠連票数 計 65948 的中 （3－8） 2484（7番人気）
馬連票数 計 466832 的中 �� 17282（7番人気）
馬単票数 計 268066 的中 �� 3881（17番人気）
ワイド票数 計 464664 的中 �� 21402（7番人気）�� 58765（3番人気）�� 60998（2番人気）
3連複票数 計 749367 的中 ��� 76112（2番人気）
3連単票数 計1222268 的中 ��� 7619（43番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―14．0―12．6―13．1―12．9―13．1―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．6―49．6―1：02．2―1：15．3―1：28．2―1：41．3―1：54．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．7
1
3
1，2（9，7）（6，8）－3－5－4・（1，2，8）7（9，6）（5，3）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エミサソウツバサ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Louis Quatorze デビュー 2021．12．28 中山6着

2019．6．4生 牡3鹿 母 ブッシュファイヤー 母母 Traki Traki 4戦1勝 賞金 7，300，000円

04028 2月19日 曇 良 （4阪神1） 第3日 第4競走 1，400�3歳未勝利
発走11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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

44 フラップシグナス 牡3鹿 56 松山 弘平吉田 照哉氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 492－ 41：26．5 1．9�
56 ゲオルギウス 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂康本 利幸氏 羽月 友彦 浦河 �川フアーム 470－ 21：26．92� 13．4�
711 コスモパサージュ 牡3青鹿56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 宮 徹 安平 ノーザンファーム 498－ 81：27．21� 2．7�
22 ハクサンチェイス 牡3鹿 56 藤井勘一郎河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 466＋ 21：27．4� 43．8�
68 ザビッグマン 牡3鹿 56 松田 大作岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 棚川 光男 B538± 01：27．82� 229．5�
11 サ ク ハ ル 牡3鹿 56 和田 竜二落合 稔氏 今野 貞一 浦河 川越ファーム 486± 01：27．9� 11．7	
45 フェデフルール 牝3鹿 54 松若 風馬 �コスモヴューファーム 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 428± 01：28．21� 70．0

57 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 428－ 4 〃 クビ 54．0�
710 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 462－ 21：28．4� 270．5�
812 タイセイレーヴ 牡3鹿 56 川島 信二田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 酒井牧場 502± 01：28．82� 7．1
813 マサノキララ 牝3栗 54 国分 恭介猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 472－101：29．22� 283．1�
33 ラブリーアタランテ 牝3栗 54 城戸 義政岡田 牧雄氏 畑端 省吾 浦河 藤春 修二 440－ 61：29．3クビ 437．9�
69 ツキニホエル 牡3栗 56 荻野 極植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 426－ 21：29．61� 162．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，749，300円 複勝： 49，515，900円 枠連： 8，583，100円
馬連： 42，663，800円 馬単： 27，760，700円 ワイド： 40，800，500円
3連複： 71，253，800円 3連単： 106，405，900円 計： 382，733，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 120円 枠 連（4－5） 680円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 280円 �� 130円 �� 330円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 2，920円

票 数

単勝票数 計 357493 的中 � 145480（1番人気）
複勝票数 計 495159 的中 � 227581（1番人気）� 35987（5番人気）� 83142（2番人気）
枠連票数 計 85831 的中 （4－5） 9668（2番人気）
馬連票数 計 426638 的中 �� 34740（3番人気）
馬単票数 計 277607 的中 �� 15580（4番人気）
ワイド票数 計 408005 的中 �� 31251（3番人気）�� 104341（1番人気）�� 25281（5番人気）
3連複票数 計 712538 的中 ��� 116021（1番人気）
3連単票数 計1064059 的中 ��� 26383（7番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．0―13．0―12．9―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．2―48．2―1：01．1―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラップシグナス �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．11．20 阪神6着

2019．3．24生 牡3鹿 母 ウ ラ ラ カ 母母 マルカサワヤカ 3戦1勝 賞金 6，500，000円



04029 2月19日 曇 良 （4阪神1） 第3日 第5競走 ��1，800�3歳新馬
発走12時20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

35 メイショウオグマ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 様似 中脇 一幸 496 ―1：56．3 7．4�
47 ローラスノビリス 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 458 ―1：56．93� 2．3�
36 サンライズアリオン 牡3鹿 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 518 ―1：57．96 37．7�
510 モ ズ ユ ウ ガ 牡3栗 56 岩田 望来 �キャピタル・システム 大久保龍志 日高 株式会社

目黒牧場 478 ―1：58．11� 4．4�
11 テイエムシップ 牡3黒鹿56 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 宝寄山 拓樹 522 ―1：58．2� 131．4	
48 フクノエヴリー 牡3黒鹿56 酒井 学福島 祐子氏 武 英智 日高 株式会社

ケイズ 538 ―1：58．52 23．8

12 ジャスティンマリブ 牡3黒鹿56 松山 弘平三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 490 ―1：58．7� 5．8�
23 ブルーアロー 牡3鹿 56 城戸 義政岡田甲子男氏 清水 久詞 様似 スイートフアーム 474 ―1：58．91� 215．6�
714 ダンスデミルリトン 牡3青鹿56 和田 竜二岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 船越牧場 470 ―1：59．32� 14．4
24 トゥースアンネイル 牡3黒鹿56 藤懸 貴志飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 538 ―1：59．4� 15．6�
612 スマイルアプローズ 牡3黒鹿56 森 裕太朗 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466 ―1：59．6� 71．0�
815 キーフィールド 牡3栗 56 藤岡 康太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 510 ―2：00．02� 97．0�
713 ドンチッチョ 牡3青鹿56 松田 大作吉田 和美氏 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 536 ―2：00．95 25．7�
59 バイラプリンセッサ 牝3鹿 54 小牧 太伊藤永二郎氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482 ―2：01．01 133．6�
611 エイユーマドンナ 牝3黒鹿54 和田 翼笹部 和子氏 杉山 佳明 新冠 小泉牧場 458 ―2：01．1クビ 149．9�
816 カ フ ー 牡3鹿 56 藤井勘一郎白井 岳氏 野中 賢二 日高 白井牧場 522 ―2：03．3大差 153．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，290，200円 複勝： 42，183，100円 枠連： 10，119，400円
馬連： 48，573，900円 馬単： 23，062，900円 ワイド： 42，781，400円
3連複： 69，908，900円 3連単： 76，700，100円 計： 348，619，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 140円 � 750円 枠 連（3－4） 740円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，570円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 8，340円 3 連 単 ��� 48，180円

票 数

単勝票数 計 352902 的中 � 37753（4番人気）
複勝票数 計 421831 的中 � 52192（4番人気）� 104426（1番人気）� 10142（9番人気）
枠連票数 計 101194 的中 （3－4） 10478（2番人気）
馬連票数 計 485739 的中 �� 44431（2番人気）
馬単票数 計 230629 的中 �� 9377（5番人気）
ワイド票数 計 427814 的中 �� 29016（2番人気）�� 6682（19番人気）�� 5710（22番人気）
3連複票数 計 699089 的中 ��� 6285（26番人気）
3連単票数 計 767001 的中 ��� 1154（147番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―14．2―13．3―13．2―13．0―12．9―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―38．4―51．7―1：04．9―1：17．9―1：30．8―1：43．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

メイショウオグマ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2019．4．8生 牡3黒鹿 母 メイショウワゴコロ 母母 ランブルジャンヌ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カフー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月19日まで平地競走に出走

できない。

04030 2月19日 小雨 良 （4阪神1） 第3日 第6競走 ��2，400�3歳未勝利
発走12時55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
2：24．1
2：20．6

良
良

11 アップデート 牡3鹿 56 和田 竜二石川 達絵氏 杉山 晴紀 日高 白井牧場 502－ 62：28．2 101．0�
815 スワヤンブナート �3青鹿56 武 豊吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504－ 22：28．31 13．4�
24 ストリートライフ 牡3鹿 56 C．ルメール 野村 茂雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 502± 02：28．4� 1．7�
59 プレシャスソウル 牡3鹿 56 岩田 望来飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 458＋ 22：28．93 7．9�
12 メイショウホーコン 牡3芦 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 492＋ 22：29．11 4．3�
36 ウインバリオス 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 22：29．2� 183．2	
816 ソレジャートポスト 牡3栗 56 藤岡 康太吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 462＋10 〃 クビ 293．8

510 グ ロ ー 牡3鹿 56 酒井 学ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 476＋ 22：29．51� 17．8�
612 ルージュヴェルダ 牝3栗 54 松若 風馬 �東京ホースレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 482± 02：29．82 97．7�
23 ブロンドケリー 牡3栗 56 松山 弘平水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 高橋 義浩 460－ 22：30．12 20．5
48 ヴァラダムドラー 牝3鹿 54 松田 大作 �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 526－ 4 〃 ハナ 59．3�
714 フェニックスループ 牡3黒鹿56 福永 祐一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 454＋ 4 〃 ハナ 18．7�
611 エバーフレッシュ 牝3栗 54 荻野 極 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466± 02：30．31 33．0�
35 レイワガンタン 牡3栗 56 柴山 雄一松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 470± 02：30．72� 391．4�
713 サウンドグランツ 牡3黒鹿56 国分 恭介増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 有限会社

吉田ファーム 446－ 22：30．8クビ 251．2�
（15頭）

47 ミヴィダロカ 牝3鹿 54 川田 将雅加藤 裕司氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 498 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，485，100円 複勝： 47，133，300円 枠連： 13，411，400円
馬連： 45，601，800円 馬単： 22，557，200円 ワイド： 47，780，300円
3連複： 64，986，600円 3連単： 69，705，500円 計： 350，661，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，100円 複 勝 � 1，250円 � 260円 � 120円 枠 連（1－8） 3，360円

馬 連 �� 43，900円 馬 単 �� 117，480円

ワ イ ド �� 9，360円 �� 3，180円 �� 410円

3 連 複 ��� 26，000円 3 連 単 ��� 431，930円

票 数

単勝票数 差引計 394851（返還計 47948） 的中 � 3126（11番人気）
複勝票数 差引計 471333（返還計 59944） 的中 � 6125（10番人気）� 38232（4番人気）� 157399（1番人気）
枠連票数 差引計 134114（返還計 378） 的中 （1－8） 3088（13番人気）
馬連票数 差引計 456018（返還計119013） 的中 �� 805（52番人気）
馬単票数 差引計 225572（返還計 61307） 的中 �� 144（107番人気）
ワイド票数 差引計 477803（返還計119009） 的中 �� 1222（46番人気）�� 3649（28番人気）�� 33693（4番人気）
3連複票数 差引計 649866（返還計266224） 的中 ��� 1874（61番人気）
3連単票数 差引計 697055（返還計312702） 的中 ��� 117（612番人気）

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

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―23．8―36．7―49．8―1：03．0―1：16．3―1：29．3―1：41．8―1：53．8―2：05．3―2：16．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アップデート �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．10．30 阪神12着

2019．4．5生 牡3鹿 母 ラヴィアンフルール 母母 フィジーガール 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔競走除外〕 ミヴィダロカ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。



04031 2月19日 小雨 良 （4阪神1） 第3日 第7競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走13時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

33 ハ セ ド ン 牡3栗 56 横山 典弘三木 正浩氏 安田 翔伍 浦河 杵臼牧場 B484－ 61：54．4 3．2�
22 ヴァレーデラルナ 牝3鹿 54 岩田 望来�ラ・メール 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：54．61� 4．9�
79 ト ウ セ ツ 牡3芦 56 和田 竜二中辻 明氏 杉山 佳明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 41：54．91� 20．1�
811 サンライズジャスト 牡3鹿 56 福永 祐一�ライフハウス 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 528± 01：55．11� 3．4�
11 	 トーセンエルドラド 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 米 Mr. Takaya

Shimakawa 518－ 81：55．73� 39．3	
710 デ ィ パ ッ セ 牡3鹿 56 武 豊村上 稔氏 高柳 大輔 安平 
橋本牧場 488± 01：56．12� 19．8

44 ダノンピーカブー 牡3芦 56 松山 弘平�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 476＋ 61：56．2� 7．7�
56 デ ィ サ イ ド 牡3芦 56 藤岡 康太前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 41：56．3� 78．5�
812 アクティブバイオ 牡3芦 56 松若 風馬バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 488＋ 81：57．78 45．1
68 トランソニック 牡3黒鹿56 松田 大作星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 今 牧場 B458－121：58．12� 65．1�
67 リンクスルーファス 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：58．63 7．3�
55 シ ダ ー 牝3鹿 54 酒井 学ケーエスHD 本田 優 新冠 小泉牧場 474－ 41：59．02 159．7�
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売 得 金
単勝： 48，484，900円 複勝： 65，075，100円 枠連： 11，541，800円
馬連： 67，296，600円 馬単： 28，112，800円 ワイド： 62，318，300円
3連複： 104，312，700円 3連単： 116，265，500円 計： 503，407，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 180円 � 330円 枠 連（2－3） 1，100円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 520円 �� 790円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 5，210円 3 連 単 ��� 19，770円

票 数

単勝票数 計 484849 的中 � 120643（1番人気）
複勝票数 計 650751 的中 � 135262（2番人気）� 95691（3番人気）� 40441（6番人気）
枠連票数 計 115418 的中 （2－3） 8086（4番人気）
馬連票数 計 672966 的中 �� 49015（3番人気）
馬単票数 計 281128 的中 �� 10022（5番人気）
ワイド票数 計 623183 的中 �� 32451（5番人気）�� 20041（10番人気）�� 13602（14番人気）
3連複票数 計1043127 的中 ��� 15004（20番人気）
3連単票数 計1162655 的中 ��� 4262（68番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―13．5―13．1―13．4―13．2―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―37．5―50．6―1：04．0―1：17．2―1：29．5―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハ セ ド ン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．11．21 東京6着

2019．4．23生 牡3栗 母 クイーンオリーブ 母母 オリーブブランチ 3戦2勝 賞金 12，600，000円

04032 2月19日 小雨 良 （4阪神1） 第3日 第8競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・右・外）

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
1：31．1
1：30．3

良
良

812 ショウナンアレス 牡4鹿 57 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 540± 01：34．8 2．0�
811 バリコノユメ 牝4栗 55 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 472＋ 2 〃 ハナ 60．7�
79 ヴィルトゥオシタ 牝5鹿 55 松若 風馬�G1レーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 448＋ 6 〃 ハナ 282．1�
56 アメイジングタイム 牡4鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444＋10 〃 ハナ 16．5�
22 ビップランバン 牡4黒鹿57 福永 祐一鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 クビ 9．7	
67 ジ ュ ノ ー 牡4芦 57 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 532＋ 41：34．9クビ 5．8

710 ア ナ レ ン マ 牡4鹿 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 追分ファーム B456－ 61：35．0� 7．4�
44 スズカトップバゴ 牡4栗 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 吉村 圭司 新ひだか 真歌田中牧場 468＋ 21：35．1� 13．4�
11 ナンヨーアイボリー 牝4鹿 55 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B422＋ 21：35．42 53．9
33 ショウナンアイビー 牡4鹿 57 和田 竜二国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B504－ 4 〃 クビ 66．1�
55 � ゲッレールト 牝4鹿 55 中井 裕二 �スリーエイチレーシング 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 468－ 41：35．71� 375．2�
68 ジューンロールオン 牡4芦 57 C．ルメール 吉川 潤氏 武 英智 千歳 社台ファーム 470－ 41：35．8� 6．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，173，400円 複勝： 70，356，600円 枠連： 13，775，500円
馬連： 69，957，000円 馬単： 32，313，300円 ワイド： 64，266，900円
3連複： 113，110，800円 3連単： 132，764，100円 計： 544，717，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 920円 � 4，740円 枠 連（8－8） 4，240円

馬 連 �� 4，820円 馬 単 �� 6，810円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 10，630円 �� 53，230円

3 連 複 ��� 185，220円 3 連 単 ��� 594，160円

票 数

単勝票数 計 481734 的中 � 188253（1番人気）
複勝票数 計 703566 的中 � 265227（1番人気）� 13275（8番人気）� 2418（11番人気）
枠連票数 計 137755 的中 （8－8） 2514（11番人気）
馬連票数 計 699570 的中 �� 11238（17番人気）
馬単票数 計 323133 的中 �� 3554（24番人気）
ワイド票数 計 642669 的中 �� 11188（20番人気）�� 1541（43番人気）�� 306（64番人気）
3連複票数 計1131108 的中 ��� 458（131番人気）
3連単票数 計1327641 的中 ��� 162（627番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．3―12．0―11．9―11．1―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．8―48．8―1：00．7―1：11．8―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．1
3 3，9（2，10）（6，12）（4，7，8）5，1，11 4 ・（3，9）10（2，6，12）8（4，7）（5，1）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンアレス �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．9．27 中京3着

2018．2．19生 牡4鹿 母 クレヨンルージュ 母母 マ ハ ー ブ 15戦2勝 賞金 35，800，000円



04033 2月19日 小雨 良 （4阪神1） 第3日 第9競走 ��
��1，800�つ ば き 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 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

22 テ ン ダ ン ス 牡3鹿 56 C．ルメール 前田 葉子氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 498± 01：49．6 2．5�
66 アルナシーム 牡3鹿 56 福永 祐一ライオンレースホース� 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 426－ 61：49．81� 3．0�
55 ダノンブリザード 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 478＋ 21：50．01 2．5�
33 メイショウラナキラ 牡3鹿 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 438－ 61：50．74 18．2�
11 クラウンドマジック 牡3黒鹿56 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 508＋ 6 〃 クビ 31．3�
77 サウンドクレア 牝3鹿 54 松山 弘平増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 436± 01：51．02 28．7	
44 モズタンジロウ 牡3芦 56 岩田 望来 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 472－ 61：51．74 78．1


（7頭）

売 得 金
単勝： 62，283，200円 複勝： 44，991，800円 枠連： 発売なし
馬連： 71，950，900円 馬単： 40，061，700円 ワイド： 47，915，100円
3連複： 98，475，400円 3連単： 246，606，800円 計： 612，284，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 150円 �� 120円 �� 160円

3 連 複 ��� 190円 3 連 単 ��� 1，110円

票 数

単勝票数 計 622832 的中 � 198029（1番人気）
複勝票数 計 449918 的中 � 158041（1番人気）� 101822（3番人気）
馬連票数 計 719509 的中 �� 149413（2番人気）
馬単票数 計 400617 的中 �� 43702（3番人気）
ワイド票数 計 479151 的中 �� 78290（2番人気）�� 113237（1番人気）�� 66003（3番人気）
3連複票数 計 984754 的中 ��� 374135（1番人気）
3連単票数 計2466068 的中 ��� 160630（3番人気）

ハロンタイム 13．5―12．3―12．8―13．0―12．8―12．3―11．4―10．4―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．8―38．6―51．6―1：04．4―1：16．7―1：28．1―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F32．9
3 2（5，7）3，6，1，4 4 ・（2，5，7）（3，6）1－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テ ン ダ ン ス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 French Deputy デビュー 2021．10．2 中京2着

2019．2．27生 牡3鹿 母 フレンチリヴィエラ 母母 Actinella 5戦2勝 賞金 31，937，000円
〔発走状況〕 アルナシーム号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 アルナシーム号は，発走調教再審査。

04034 2月19日 小雨 良 （4阪神1） 第3日 第10競走 ��1，400�
は り ま

播磨ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，3．2．20以降4．2．13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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

36 アドマイヤルプス �5栗 56 川田 将雅近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 548－ 21：23．8 5．1�
612 ケイアイドリー 牡5鹿 55 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 516＋ 41：23．9クビ 2．4�
816 シゲルタイタン 牡5鹿 56 福永 祐一森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B492－ 41：24．32� 10．6�
24 サンタナブルー 牡10黒鹿52 森 裕太朗 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 486± 01：24．61� 187．8�
510 メディーヴァル 牡4鹿 54 武 豊�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 464＋ 6 〃 ハナ 15．7	
713 ワイドカント 牡5栗 54 国分 恭介幅田 京子氏 西園 正都 青森 風ノ丘ファーム 520＋ 21：24．7� 56．4

59 トウカイオラージュ 牡6栗 54 松若 風馬内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 490＋ 81：25．01� 127．0�
12 シ ハ ー ブ 牡6青 56 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 548－ 6 〃 クビ 3．7�
23 �	 ジャスパーシャイン 牡5栗 54 岩田 望来加藤 和夫氏 森 秀行 加 Highfield Invest-

ment Group Inc 508－ 6 〃 同着 250．7
11 タイガーサイレンス 牡5青鹿54 秋山真一郎伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 464＋12 〃 ハナ 271．5�
35 アポロティアモ 牡5栗 54 藤岡 佑介アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B504＋ 21：25．1クビ 95．6�
815 スペースクラフト �6芦 55 松山 弘平 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500－ 21：25．2� 40．9�
611 オレンジペコ 牝5栗 51 竹之下智昭今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 482＋ 21：25．3� 163．7�
47 ホッコーアカツキ 牡5鹿 54 国分 優作北幸商事� 畑端 省吾 日高 川端 正博 510± 01：25．4クビ 33．6�
714 タイセイアゲイン 牡4黒鹿54 和田 竜二田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 476± 01：25．5� 19．2�
48 ヴァーチャリティ 牝4鹿 52 酒井 学�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 462＋ 2 〃 クビ 15．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，624，300円 複勝： 104，852，300円 枠連： 26，606，400円
馬連： 148，477，200円 馬単： 55，015，900円 ワイド： 110，904，000円
3連複： 230，109，700円 3連単： 249，184，200円 計： 995，774，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 140円 � 220円 枠 連（3－6） 720円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 330円 �� 780円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 11，510円

票 数

単勝票数 計 706243 的中 � 110487（3番人気）
複勝票数 計1048523 的中 � 196706（3番人気）� 220696（1番人気）� 96889（4番人気）
枠連票数 計 266064 的中 （3－6） 28391（3番人気）
馬連票数 計1484772 的中 �� 147192（2番人気）
馬単票数 計 550159 的中 �� 22795（8番人気）
ワイド票数 計1109040 的中 �� 90445（3番人気）�� 33485（9番人気）�� 66536（4番人気）
3連複票数 計2301097 的中 ��� 70460（5番人気）
3連単票数 計2491842 的中 ��� 15692（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．8―34．5―46．7―58．8―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤルプス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．9 東京5着

2017．2．11生 �5栗 母 カールファターレ 母母 エルフィンフェザー 10戦4勝 賞金 64，299，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。
（非抽選馬） 8頭 オルクリスト号・クリノサンレオ号・シャマル号・スズカカナロア号・ダイシンイナリ号・トップオブメジャー号・

ハリーバローズ号・ボイラーハウス号



04035 2月19日 小雨 良 （4阪神1） 第3日 第11競走 ��
��1，400�第57回京都牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
牝，4歳以上；負担重量は，日本馬：53�，収得賞金1，600万円毎1�増，�：55�，GⅠ
競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

賞 品
本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

47 	 ロータスランド 牝5鹿 56 岩田 望来合同会社小林英一
ホールディングス 辻野 泰之 米 Dr. Aaron Sones &

Dr. Naoya Yoshida 484＋181：19．7 6．9�
12 スカイグルーヴ 牝5栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：19．8
 5．2�
715 タ ン タ ラ ス 牝6鹿 54 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－ 41：19．91 5．6�
48 シゲルピンクルビー 牝4栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 476＋ 61：20．1� 6．2�
11 サンクテュエール 牝5鹿 54 藤井勘一郎 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B476－ 21：20．42 39．8�
611 ギルデッドミラー 牝5鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：20．5
 6．1	
24 プールヴィル 牝6鹿 56 秋山真一郎吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 466＋20 〃 アタマ 15．7

816 ドナウデルタ 牝6鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：20．6
 10．4�
35 コロラトゥーレ 牝8鹿 54 酒井 学廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 486＋ 41：20．7
 230．7
510 オールアットワンス 牝4鹿 54 藤岡 康太吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 446± 01：21．01� 67．2�
36 アスタールビー 牝6鹿 54 城戸 義政加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 462＋101：21．1� 55．4�
714 ジュランビル 牝6黒鹿54 松若 風馬村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 476± 01：21．31� 57．2�
817 アクアミラビリス 牝6鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 436＋ 41：21．4
 48．3�
59 メイショウケイメイ 牝6鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 430－14 〃 クビ 237．1�
713 ク リ ス テ ィ 牝5芦 55 武 豊薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 494＋ 71：21．92
 12．1�
23 クリノプレミアム 牝5栗 54 江田 照男栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 480± 01：22．22 19．2�
818 ビップウインク 牝5青 54 横山 典弘鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 506－ 41：22．41
 72．7�
612 ビッククインバイオ 牝5栗 54 松田 大作バイオ� 新谷 功一 安平 ノーザンファーム 490± 0 （競走中止） 130．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 168，338，300円 複勝： 234，513，800円 枠連： 88，193，800円
馬連： 483，089，600円 馬単： 147，963，400円 ワイド： 379，457，600円
3連複： 952，667，800円 3連単： 853，098，600円 計： 3，307，322，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 250円 � 210円 � 200円 枠 連（1－4） 900円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，070円 �� 800円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 24，910円

票 数

単勝票数 計1683383 的中 � 195058（5番人気）
複勝票数 計2345138 的中 � 232223（5番人気）� 299419（3番人気）� 312810（2番人気）
枠連票数 計 881938 的中 （1－4） 75791（2番人気）
馬連票数 計4830896 的中 �� 168174（6番人気）
馬単票数 計1479634 的中 �� 23537（15番人気）
ワイド票数 計3794576 的中 �� 94415（11番人気）�� 90189（12番人気）�� 124489（6番人気）
3連複票数 計9526678 的中 ��� 159810（6番人気）
3連単票数 計8530986 的中 ��� 24822（43番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．5―11．1―10．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―45．8―56．9―1：07．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．9
3 6，7，15，2（8，18）（1，4）（11，14，16）（10，12）（3，17）5（9，13） 4 ・（6，7，15）（2，8，18）（1，16）（4，14）（11，12，17）（3，10，13）（5，9）

勝馬の
紹 介

	ロータスランド �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2019．9．21 阪神1着

2017．1．31生 牝5鹿 母 Little Miss Muffet 母母 Jenna S. 13戦6勝 賞金 150，881，000円
〔競走中止〕 ビッククインバイオ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 リンゴアメ号

04036 2月19日 小雨 良 （4阪神1） 第3日 第12競走 1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
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
1：08．8
1：08．5

重
重

24 ミラーウォーカーズ 牝4鹿 55 藤岡 康太ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 モリナガファーム 468－ 81：12．5 11．5�
510 ショウゲッコウ 牝5鹿 55 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 佳明 浦河 ヒダカフアーム 476± 01：12．6� 4．3�
36 タマモヒメギミ 牝4鹿 55 国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 496± 01：12．7� 75．5�
714 オンリーワンスター 牝9鹿 55 岩田 望来�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 458－ 41：12．8クビ 15．2�
611 ミ ラ ク ル 牝4鹿 55 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 466－ 6 〃 クビ 25．2	
35 エナジーロッソ 牝4鹿 55 C．ルメール �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 B486＋ 41：13．11� 1．9

713 ストリートピアノ 牝5芦 55 藤井勘一郎高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 462－ 21：13．2クビ 268．2�
11 ゴールドフィンガー 牝4栗 55 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 452± 01：13．3� 11．5�
815 ハギノオーロ 牝5鹿 55 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 530＋ 81：13．4� 33．4
47 サ ツ キ マ ス 牝5鹿 55

51 ★古川 奈穂越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 B442－ 61：13．5� 101．1�
612� メイショウヒボタン 牝8栗 55 柴山 雄一松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 456± 01：13．71 285．9�
59 レーヴリアン 牝4鹿 55 松山 弘平矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 486± 01：13．8� 13．3�
23 カ レ ン リ ズ 牝5栗 55 秋山真一郎鈴木 隆司氏 小林 真也 平取 びらとり牧場 440＋ 81：13．9� 63．9�
816 アイアンムスメ 牝4鹿 55 酒井 学西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 442＋101：14．1� 190．2�
48 ハルワタート 牝6黒鹿55 荻野 極�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 470－ 21：14．2� 204．4�
12 ポケットロケット 牝4栗 55 川須 栄彦野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 492± 01：14．73 18．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，441，000円 複勝： 118，850，500円 枠連： 29，241，700円
馬連： 133，803，100円 馬単： 65，206，300円 ワイド： 110，770，500円
3連複： 208，380，800円 3連単： 275，444，400円 計： 1，012，138，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 520円 � 220円 � 2，660円 枠 連（2－5） 1，580円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 870円 �� 8，100円 �� 4，320円

3 連 複 ��� 38，860円 3 連 単 ��� 263，450円

票 数

単勝票数 計 704410 的中 � 48875（3番人気）
複勝票数 計1188505 的中 � 57179（5番人気）� 170398（2番人気）� 9817（12番人気）
枠連票数 計 292417 的中 （2－5） 14325（7番人気）
馬連票数 計1338031 的中 �� 39582（9番人気）
馬単票数 計 652063 的中 �� 8214（18番人気）
ワイド票数 計1107705 的中 �� 34451（10番人気）�� 3420（53番人気）�� 6462（38番人気）
3連複票数 計2083808 的中 ��� 4021（97番人気）
3連単票数 計2754444 的中 ��� 758（552番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―12．2―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．0―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラーウォーカーズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．2．14 東京6着

2018．3．8生 牝4鹿 母 キョウエイカプリス 母母 レイズユアグラス 6戦2勝 賞金 24，700，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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） 1頭 コーリンバニラ号
（非抽選馬） 2頭 クリノレオノール号・スズカフェラリー号



（4阪神1）第3日 2月19日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162頭 本 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

237，500，000円
27，280，000円
1，650，000円
29，850，000円
70，448，000円
4，761，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
682，953，700円
1，041，712，800円
227，867，600円
1，248，050，000円
522，277，800円
1，040，825，000円
2，131，347，200円
2，451，170，200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 9，346，204，300円

総入場人員 3，587名 （有料入場人員 3，442名）
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