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04037 2月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第4日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55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

55 パトリオットラン 牡3鹿 56 松山 弘平岡村 善行氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 進治 518＋ 41：56．7 1．5�
89 ゼウスバイオ 牡3栗 56 秋山真一郎バイオ� 畑端 省吾 日高 中館牧場 498± 01：57．44 6．7�
22 タマモエイトビート 牡3鹿 56 坂井 瑠星タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 512－ 61：57．5クビ 11．2�
66 ウインヴェルデ 牡3黒鹿56 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 490＋121：58．45 6．0�
33 ノーブルストリーム 牡3栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 スウィング

フィールド牧場 478＋ 21：59．03� 12．1�
11 ウ ォ ー ク ル 牝3栗 54

50 ★古川 奈穂門野 重雄氏 大和田 成 日高 奥山 博 412－ 41：59．21� 117．0	
44 アルコローザ 牝3黒鹿54 中井 裕二飯田 良枝氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 B454± 01：59．41� 35．6

77 オーシンアズキ 牡3芦 56 �島 良太大田 慎治氏 宮 徹 日高 門別牧場 478＋10 〃 クビ 11．9�
88 ボードメンバー 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ安原 浩司氏 西村 真幸 日高 浜本牧場 B510＋ 22：02．1大差 77．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 22，715，600円 複勝： 71，339，400円 枠連： 6，163，700円
馬連： 33，391，200円 馬単： 25，347，900円 ワイド： 28，354，400円
3連複： 56，001，700円 3連単： 122，088，900円 計： 365，402，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（5－8） 670円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 360円 �� 370円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 5，950円

票 数

単勝票数 計 227156 的中 � 115240（1番人気）
複勝票数 計 713394 的中 � 550885（1番人気）� 31865（3番人気）� 25199（5番人気）
枠連票数 計 61637 的中 （5－8） 7122（3番人気）
馬連票数 計 333912 的中 �� 33213（3番人気）
馬単票数 計 253479 的中 �� 16444（5番人気）
ワイド票数 計 283544 的中 �� 21129（3番人気）�� 20339（4番人気）�� 7886（13番人気）
3連複票数 計 560017 的中 ��� 23590（9番人気）
3連単票数 計1220889 的中 ��� 14869（23番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―14．3―12．8―12．8―13．0―13．0―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―39．4―52．2―1：05．0―1：18．0―1：31．0―1：43．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パトリオットラン 
�
父 アメリカンペイトリオット 

�
母父 Kingmambo デビュー 2021．12．26 阪神4着

2019．4．8生 牡3鹿 母 サ パ ス 母母 Very True 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボードメンバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月20日まで平地競走

に出走できない。
※ウォークル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04038 2月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第4日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時25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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

59 クレスケンスルーナ 牝3栗 54 岡田 祥嗣西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 470± 01：26．8 3．0�
58 ノンズブレス 牝3栗 54 斎藤 新今村 明浩氏 石橋 守 浦河 大島牧場 446－101：27．22� 19．2�
34 ミスティファイ 牝3黒鹿54 岩田 望来 �サンデーレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：27．83� 16．7�
610 カグラマツリウタ 牝3鹿 54 秋山真一郎�高橋ファーム 角田 晃一 日高 シンボリ牧場 460± 01：27．9� 10．6�
22 デームフォーチュン 牝3鹿 54 藤井勘一郎吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468－ 21：28．11� 64．2�
47 オメガラブロッシュ 牝3栗 54 和田 竜二原 �子氏 辻野 泰之 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：28．41� 31．7	
46 グリーンシアター 牝3栗 54 川須 栄彦平口 信行氏 加用 正 浦河 株式会社 森

本スティーブル 454＋ 41：28．5� 25．0

713 ベルシャンテ 牝3鹿 54 �島 克駿 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：28．71 6．4�
35 テーオーアラジン 牝3黒鹿54 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 村上 進治 486＋ 61：28．91� 66．5�
11 ミスボニータ 牝3青 54 松山 弘平 スリーエイチレーシング 四位 洋文 千歳 社台ファーム 448＋ 21：29．0クビ 2．3�
712 ナ ヴ ァ イ オ 牝3栗 54 太宰 啓介ノースヒルズ 高橋 亮 新ひだか 土居牧場 432－ 81：29．64 191．1�
814 ポスキアーヴォ 牝3栗 54

50 ★永島まなみ会田 浩史氏 高橋 康之 日高 奥山 博 418－ 61：30．66 255．0�
23 エクメディレーザー 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心橋本慎太郎氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 442－ 81：30．92 75．9�
815 イ テ フ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介中本 行則氏 上村 洋行 浦河 高昭牧場 432－ 21：31．64 87．4�
611 フォーエバーソング 牝3黒鹿54 国分 優作石川 秀守氏 加用 正 熊本 ストームファーム

コーポレーション 426± 01：32．45 185．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，096，000円 複勝： 30，290，200円 枠連： 8，857，500円
馬連： 42，371，200円 馬単： 20，146，700円 ワイド： 39，168，000円
3連複： 70，444，500円 3連単： 71，824，000円 計： 310，198，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 450円 � 280円 枠 連（5－5） 2，220円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 670円 �� 820円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 9，210円 3 連 単 ��� 27，870円

票 数

単勝票数 計 270960 的中 � 70469（2番人気）
複勝票数 計 302902 的中 � 71514（2番人気）� 13793（7番人気）� 25591（4番人気）
枠連票数 計 88575 的中 （5－5） 3088（10番人気）
馬連票数 計 423712 的中 �� 16668（7番人気）
馬単票数 計 201467 的中 �� 4915（10番人気）
ワイド票数 計 391680 的中 �� 15557（5番人気）�� 12477（9番人気）�� 3776（26番人気）
3連複票数 計 704445 的中 ��� 5732（32番人気）
3連単票数 計 718240 的中 ��� 1868（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．9―34．5―46．9―1：00．0―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．3―3F39．9
3 10，13（9，11，14）（1，4）8，5（7，15）（6，2）12－3 4 10（13，9）（1，4，8，11，14）2（5，7）15（6，12）＝3

勝馬の
紹 介

クレスケンスルーナ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2022．1．29 中京2着

2019．4．7生 牝3栗 母 ル ア ス 母母 アイリッシュクレア 2戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イテフ号・フォーエバーソング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月20日

まで平地競走に出走できない。
エクメディレーザー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4月20日まで平地
競走に出走できない。

第１回 阪神競馬 第４日



04039 2月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第4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 5，200，000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 インベルシオン 牡3鹿 56 �島 克駿前田 幸貴氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 522＋ 61：56．0 2．9�
55 ブラジリアンソング 牡3青鹿56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B510＋181：57．17 8．1�
22 テーオーヴィヴァン 牡3鹿 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 秋田育成牧場 500－ 41：58．05 10．7�
710 ハデスブレイン 牡3芦 56 和田 竜二エンジェルレーシング� 今野 貞一 新冠 川島牧場 512＋ 81：58．53� 11．4�
811 ハヤブサウィッシュ 牡3栗 56 川又 賢治武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：58．92 25．7�
68 � ア ル マ ン ダ 牡3黒鹿56 岩田 望来永井商事� 橋田 満 仏 Mr Herve－Char-

les Viallon 496－ 8 〃 ハナ 11．2	
33 テイエムシルバー 牡3芦 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 小島牧場 486＋ 21：59．11 3．4

812 ク リ ノ ビ ビ 牝3芦 54 森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 442－ 2 〃 ハナ 189．7�
44 テーオーロワ 牡3鹿 56 斎藤 新小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 81：59．63 242．4�
11 モズクレオパトラ 牝3栗 54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新冠 森永 聡 410－ 62：00．02� 6．5
79 リ ク 牡3鹿 56 田中 健岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 浦河 大北牧場 464＋ 42：00．74 191．2�
67 スマートキャノン 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心大川 徹氏 音無 秀孝 日高 本間牧場 B472± 02：01．65 43．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，919，400円 複勝： 45，394，800円 枠連： 8，934，100円
馬連： 53，244，600円 馬単： 23，765，300円 ワイド： 46，919，600円
3連複： 84，172，800円 3連単： 93，552，100円 計： 390，902，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 280円 � 240円 枠 連（5－5） 1，560円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 710円 �� 440円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 16，730円

票 数

単勝票数 計 349194 的中 � 95889（1番人気）
複勝票数 計 453948 的中 � 91266（2番人気）� 36223（6番人気）� 46599（4番人気）
枠連票数 計 89341 的中 （5－5） 4415（9番人気）
馬連票数 計 532446 的中 �� 25086（9番人気）
馬単票数 計 237653 的中 �� 6142（10番人気）
ワイド票数 計 469196 的中 �� 16847（10番人気）�� 29283（3番人気）�� 7551（23番人気）
3連複票数 計 841728 的中 ��� 13262（22番人気）
3連単票数 計 935521 的中 ��� 4052（53番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―13．9―12．9―12．3―12．2―13．0―13．4―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―38．6―51．5―1：03．8―1：16．0―1：29．0―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F40．0
1
3
3（4，6）（2，10）（5，7）11（1，8）（12，9）・（3，4，6）8－10（2，5）－（1，7，11）－（12，9）

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

勝馬の
紹 介

インベルシオン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．1．15 中京7着

2019．3．21生 牡3鹿 母 エンブレイス 母母 ペシェミョン 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 テイエムシルバー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 テイエムシルバー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートキャノン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月20日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 テーオーロワ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月20日まで平地競走に出走できな

い。

04040 2月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第4日 第4競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

12 レ オ ノ ー レ 牝3黒鹿54 松山 弘平�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474 ―1：26．7 4．4�

714 モズリッキー 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 上村 洋行 新ひだか 増本牧場 462 ―1：27．33� 1．7�
713 サクラトップヒル 牡3鹿 56 斎藤 新�トップフェロウ佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 486 ―1：27．51� 27．2�
23 メイショウアポイ 牡3鹿 56 太宰 啓介松本 好雄氏 松下 武士 様似 中脇 一幸 450 ―1：28．24 12．9�
36 ベイビールビオ 牡3栗 56 �島 克駿大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 486 ―1：28．3クビ 109．9�
47 スズカアーム 牝3鹿 54 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 482 ―1：29．04 22．9	
816 ホーリーサンライズ 牝3青鹿54 中井 裕二松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 438 ―1：29．1� 272．2

24 アスールドブレ 牡3鹿 56 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 466 ―1：29．41� 91．0�
59 アルファロッソ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂�貴悦 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 436 ― 〃 アタマ 16．1�
611 メイショウコウヨウ 牝3鹿 54 田中 健松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 418 ―1：29．5� 174．2
612 ピンクライオネス 牝3鹿 54 岡田 祥嗣金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444 ―1：29．71� 29．0�
48 ア ン ジ ア ン 牝3鹿 54 岩田 望来広尾レース� 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 414 ―1：30．12� 8．9�
510 シャルンホルスト 牡3鹿 56 川須 栄彦八嶋 長久氏 茶木 太樹 新ひだか 三石川上牧場 500 ―1：30．41� 77．9�
815 マルカカムイ 牡3栗 56 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 488 ― 〃 ハナ 127．9�
11 サマーサンシャイン 牝3鹿 54 藤井勘一郎岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 466 ―1：30．61� 137．1�
35 シゲルクジラ 牡3鹿 56 高倉 稜森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 480 ―1：31．02 40．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，161，600円 複勝： 35，414，100円 枠連： 10，857，100円
馬連： 46，168，500円 馬単： 26，347，600円 ワイド： 43，918，100円
3連複： 72，378，100円 3連単： 88，248，800円 計： 357，493，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 110円 � 460円 枠 連（1－7） 440円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，380円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 12，100円

票 数

単勝票数 計 341616 的中 � 61072（2番人気）
複勝票数 計 354141 的中 � 55430（2番人気）� 123269（1番人気）� 11351（9番人気）
枠連票数 計 108571 的中 （1－7） 18963（1番人気）
馬連票数 計 461685 的中 �� 85252（1番人気）
馬単票数 計 263476 的中 �� 15372（4番人気）
ワイド票数 計 439181 的中 �� 72788（1番人気）�� 6813（13番人気）�� 15483（8番人気）
3連複票数 計 723781 的中 ��� 24047（5番人気）
3連単票数 計 882488 的中 ��� 5287（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．6―48．3―1：01．2―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ オ ノ ー レ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2019．3．17生 牝3黒鹿 母 キングベイビー 母母 シネマスコープ 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴィゴラスダンサー号・レインボーミスト号



04041 2月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第4日 第5競走 1，800�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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

22 スーサンアッシャー 牡3鹿 56 横山 典弘林 千枝子氏 鈴木 孝志 浦河 富田牧場 458± 01：47．7 5．2�
712 ロマンシングブルー 牝3青鹿54 �島 克駿吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 462± 01：47．8� 4．0�
11 ヤマニンゼスト 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 492－101：47．9� 25．1�
58 フ ォ ー ブ ス 牝3鹿 54 岩田 望来飯田 正剛氏 藤原 英昭 新ひだか 千代田牧場 430＋ 21：48．75 2．5�
610 ダノンマイソウル 牡3鹿 56 坂井 瑠星�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 528－ 61：48．91� 6．5�
46 コ ル カ ノ ン 牝3芦 54 松山 弘平吉田 千津氏 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 ハナ 20．3	
33 カンパニュール 牝3鹿 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 新ひだか 矢野牧場 490 ―1：49．0� 74．8

45 シゲルハナノレン 牝3芦 54 藤井勘一郎森中 蕃氏 千田 輝彦 平取 船越 伸也 446± 01：49．21 261．3�
69 ビートルジュース 牝3青 54 斎藤 新阿部東亜子氏 羽月 友彦 日高 オリオンファーム 420－ 41：49．3� 84．8�
711 ホーリーインパクト 牡3黒鹿56 藤懸 貴志ホシノレーシング 斉藤 崇史 浦河 富田牧場 500＋ 21：49．4� 44．6
814 パ リ ヘ ン ジ 牡3青鹿56 藤岡 佑介�G1レーシング 友道 康夫 安平 追分ファーム 470 ― 〃 ハナ 9．2�
57 エグランタイン 牝3黒鹿54 秋山真一郎�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422－ 61：49．5� 274．6�
813 ホウオウスミヨシ 牡3鹿 56 �島 良太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 548－101：49．6� 94．0�
34 デルマスプリガン 牡3黒鹿56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 436± 01：50．77 240．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，966，400円 複勝： 49，859，400円 枠連： 10，359，800円
馬連： 58，218，500円 馬単： 28，665，300円 ワイド： 54，248，500円
3連複： 88，797，800円 3連単： 108，801，800円 計： 437，917，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 150円 � 420円 枠 連（2－7） 1，450円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 430円 �� 870円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 23，130円

票 数

単勝票数 計 389664 的中 � 59819（3番人気）
複勝票数 計 498594 的中 � 64919（4番人気）� 110743（2番人気）� 23229（6番人気）
枠連票数 計 103598 的中 （2－7） 5536（6番人気）
馬連票数 計 582185 的中 �� 32267（5番人気）
馬単票数 計 286653 的中 �� 7278（11番人気）
ワイド票数 計 542485 的中 �� 34912（4番人気）�� 15611（9番人気）�� 11504（13番人気）
3連複票数 計 887978 的中 ��� 11929（16番人気）
3連単票数 計1088018 的中 ��� 3410（76番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．0―12．2―12．2―12．3―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．0―48．2―1：00．4―1：12．7―1：24．4―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．0
3 4，8（2，13）9（1，6）（5，10）12，7（3，14）11 4 ・（4，8）（2，13）（9，6）（1，5）（12，10）7（3，14）11

勝馬の
紹 介

スーサンアッシャー �
�
父 Siyouni �

�
母父 Solon デビュー 2022．1．5 中京2着

2019．5．29生 牡3鹿 母 オーティニャック 母母 Recambe 3戦1勝 賞金 7，600，000円

04042 2月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第4日 第6競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走12時45分 （芝・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
1：19．2
1：19．0

良
良

44 ア ネ ゴ ハ ダ 牝3青鹿54 坂井 瑠星岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 444＋ 21：21．7 3．7�

68 � モンゴリアンキング 牡3鹿 56 横山 典弘吉田 千津氏 安田 隆行 英 Shadai Farm 480＋ 21：21．9� 9．6�
22 � デヴィルズマーブル 牡3鹿 56 岩田 望来ゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 490＋121：22．0� 3．9�
812 ウインバグース 牡3鹿 56 和田 竜二�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 482－ 81：22．21	 8．7�
711 ナ バ ロ ン 牡3鹿 56 川又 賢治�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 482＋ 21：22．3アタマ 81．7	
69 カ イ ハ オ ン 牡3鹿 56 
島 克駿村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 486＋121：22．51� 5．7

710 ヒルノショパン 牡3栗 56 太宰 啓介�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 458＋ 4 〃 アタマ 269．8�
11 パーサヴィアランス 牡3鹿 56 斎藤 新馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 450－ 21：22．71� 21．7�
57 ロードリライアブル 牡3鹿 56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 472－ 21：22．8� 13．9
813 バーニングアイズ 牝3黒鹿54 中井 裕二岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 笹島 智則 422± 01：22．9クビ 275．3�
56 カレンマックナイト 牡3黒鹿56 藤懸 貴志鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：23．0� 53．9�
45 ミ ン ト 牝3栗 54 藤岡 佑介石川 達絵氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486± 01：23．21� 5．6�
33 イチローイチロー 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心泉 一郎氏 北出 成人 新冠 村上 雅規 418－ 6 〃 クビ 228．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，122，700円 複勝： 62，987，100円 枠連： 13，012，100円
馬連： 66，672，300円 馬単： 27，879，700円 ワイド： 57，300，400円
3連複： 97，600，300円 3連単： 102，696，900円 計： 470，271，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 220円 � 150円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 540円 �� 350円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 10，050円

票 数

単勝票数 計 421227 的中 � 90744（1番人気）
複勝票数 計 629871 的中 � 137445（1番人気）� 59962（6番人気）� 113424（2番人気）
枠連票数 計 130121 的中 （4－6） 23346（1番人気）
馬連票数 計 666723 的中 �� 34767（6番人気）
馬単票数 計 278797 的中 �� 8110（7番人気）
ワイド票数 計 573004 的中 �� 26732（6番人気）�� 44470（1番人気）�� 20683（9番人気）
3連複票数 計 976003 的中 ��� 38218（3番人気）
3連単票数 計1026969 的中 ��� 7408（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．6―46．5―58．2―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ネ ゴ ハ ダ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2021．7．24 新潟1着

2019．5．11生 牝3青鹿 母 イニシャルダブル 母母 ウォートルベリー 6戦2勝 賞金 26，353，000円
〔制裁〕 ナバロン号の騎手川又賢治は，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：12番）



04043 2月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第4日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時15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

711 モンサンイルベント 牡5鹿 57 坂井 瑠星山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 510＋ 61：55．4 5．6�
57 キングダムウイナー 牡5鹿 57 川須 栄彦ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 486－10 〃 ハナ 5．6�
814 レイクリエイター 牡4芦 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 480＋ 41：56．78 2．9�
33 � ユイノザッパー 牡4栗 56

52 ★古川 奈穂田中 晴夫氏 矢作 芳人 米
Bonne Chance
Farm, LLC &
Stud RDI, LLC

B512± 01：56．8クビ 6．2�
610 ニシノソワレ 牡4鹿 56 �島 克駿西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 506－10 〃 クビ 11．4�
11 エイカイファントム 牡4青 56 岡田 祥嗣二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 510＋ 41：57．11� 8．5	
45 クリノヴジュアル 牡5栗 57 和田 竜二栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 504－ 21：57．2	 113．2

34 ナムラスワガー 牡4鹿 56 田中 健奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 480＋ 21：57．73 8．1�
58 シンゼンミラクル 
4鹿 56 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル B512－ 41：57．8� 99．0�
69 サイモンルグラン 牡5鹿 57 岩田 望来澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 510－ 21：57．9クビ 32．2
22 � ヌ ン カ プ ト 牡5鹿 57

56 ☆木幡 育也ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 454－ 41：58．32	 233．5�
46 � リネンフリー 牝5黒鹿55 斎藤 新戸山 光男氏 南田美知雄 青森 ワールドファーム 436＋ 22：01．2大差 159．1�
813� 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 470＋ 22：01．3クビ 538．8�
712� グロリアスダッド 牡4鹿 56 川又 賢治渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 B480＋ 6 （競走中止） 174．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，094，100円 複勝： 50，143，300円 枠連： 14，008，400円
馬連： 63，836，900円 馬単： 27，657，000円 ワイド： 53，089，500円
3連複： 94，364，800円 3連単： 105，212，100円 計： 443，406，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 140円 � 130円 枠 連（5－7） 1，850円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 430円 �� 340円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 9，760円

票 数

単勝票数 計 350941 的中 � 49861（3番人気）
複勝票数 計 501433 的中 � 64043（3番人気）� 91407（2番人気）� 107744（1番人気）
枠連票数 計 140084 的中 （5－7） 5853（9番人気）
馬連票数 計 638369 的中 �� 32220（5番人気）
馬単票数 計 276570 的中 �� 7171（11番人気）
ワイド票数 計 530895 的中 �� 29624（3番人気）�� 39555（2番人気）�� 46920（1番人気）
3連複票数 計 943648 的中 ��� 52137（1番人気）
3連単票数 計1052121 的中 ��� 7808（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―38．9―51．6―1：04．1―1：16．6―1：29．2―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

モンサンイルベント �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2019．8．31 札幌12着

2017．2．24生 牡5鹿 母 セクシーディナー 母母 スロクルージュ 14戦2勝 賞金 23，450，000円
〔競走中止〕 グロリアスダッド号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 キングダムウイナー号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンフリー号・アイファーチーター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月

20日まで平地競走に出走できない。
※リネンフリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04044 2月20日 曇 稍重 （4阪神1） 第4日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

24 スズカキンシャサ 牡4鹿 57 岩田 望来永井 啓弍氏 上村 洋行 登別 ユートピア牧場 478＋101：13．2 1．9�
23 サウンドプリズム 牡5青鹿57 松山 弘平増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B462＋141：13．3� 13．9�
714 アイヴォリーアイ 牝4芦 55

54 ☆亀田 温心 �京都ホースレーシング 坂口 智康 日高 ナカノファーム 480－ 2 〃 クビ 6．2�
816 ミヤコシスター 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 B484＋121：13．83 115．4�
48 ルールシェーバー 牡5鹿 57 和田 竜二儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム B478－101：14．11� 6．3�
510� メイショウブラボー 牝6青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 458＋10 〃 ハナ 64．0	
612� シンゼングレート 牡4青鹿57 川島 信二原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 470－ 41：14．2� 88．0

59 ロードサージュ 牡4栗 57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 61：14．3クビ 21．3�
713� テーオールノワール �4黒鹿57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 新冠 村田牧場 496－ 31：14．4� 162．2�
11 ニホンピロジャック 牡4黒鹿57 和田 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 472－ 2 〃 クビ 40．4
35 レッドフランカー 牡4黒鹿57 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 61：14．5クビ 6．0�
815� タ ン バ オ ー �4鹿 57 藤岡 佑介荻野 憲夫氏 千田 輝彦 日高 シンボリ牧場 482－ 61：15．03 48．1�
611 メイショウアマギ 牡6鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 496＋ 21：15．1� 68．3�
47 フライングバレル 牝4鹿 55 太宰 啓介 �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 B472－ 21：15．31� 92．7�
36 テイエムメロディー 牝6鹿 55 	島 克駿竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 490－ 81：15．93� 113．2�
12 セ イ レ ー ン 牝4栗 55 中井 裕二浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 410＋ 41：16．1� 42．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，799，400円 複勝： 52，845，800円 枠連： 15，425，600円
馬連： 67，447，400円 馬単： 34，689，800円 ワイド： 63，474，200円
3連複： 102，549，100円 3連単： 131，745，200円 計： 507，976，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 240円 � 200円 枠 連（2－2） 990円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 430円 �� 330円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 6，720円

票 数

単勝票数 計 397994 的中 � 160788（1番人気）
複勝票数 計 528458 的中 � 186486（1番人気）� 39829（5番人気）� 54554（4番人気）
枠連票数 計 154256 的中 （2－2） 11993（4番人気）
馬連票数 計 674474 的中 �� 51441（4番人気）
馬単票数 計 346898 的中 �� 21453（4番人気）
ワイド票数 計 634742 的中 �� 37967（4番人気）�� 52675（2番人気）�� 15446（11番人気）
3連複票数 計1025491 的中 ��� 33728（6番人気）
3連単票数 計1317452 的中 ��� 14201（13番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．7―12．4―12．4―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．6―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカキンシャサ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．17 京都7着

2018．3．21生 牡4鹿 母 マルクプレンヌ 母母 ハンドレッドスコア 9戦2勝 賞金 23，770，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アウトレイジング号・カイトレッド号・ゴムマリ号・コングールテソーロ号・サトノパーシヴァル号・

スターファイター号・タイガ号



04045 2月20日 曇 稍重 （4阪神1） 第4日 第9競走 ��1，800�
か わ に し

川 西 特 別
発走14時15分 （ダート・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

44 スギノマジェスティ 牡4栗 56 岩田 望来杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 474＋ 81：55．6 2．8�
55 イルミネーター 牡5鹿 57 太宰 啓介山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 496－ 21：56．66 14．8�
89 イツカハシャチョウ 牡4鹿 56 和田 竜二 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 500－ 41：57．13 2．1�
33 アドマイヤビーナス 牝6栗 55 �島 克駿近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：57．31� 5．5�
88 ファイヴレター 牡5青鹿57 斎藤 新熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 470－ 21：57．4クビ 27．4�
11 � フェブタイズ 牡6鹿 57 坂井 瑠星釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 520± 0 〃 クビ 22．6	
66 マイネルイリャルギ 牡5鹿 57 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 518－ 41：58．03	 68．0

77 ペイシャオウユー 牝4栗 54 亀田 温心北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 464－ 61：58．31
 19．4�
22 メイショウフォイル 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 510± 01：59．25 30．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，257，200円 複勝： 52，638，700円 枠連： 9，567，600円
馬連： 58，650，200円 馬単： 37，816，300円 ワイド： 44，321，900円
3連複： 90，123，900円 3連単： 194，184，500円 計： 522，560，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 240円 � 110円 枠 連（4－5） 2，110円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 430円 �� 170円 �� 400円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 352572 的中 � 97801（2番人気）
複勝票数 計 526387 的中 � 70042（3番人気）� 24165（5番人気）� 284714（1番人気）
枠連票数 計 95676 的中 （4－5） 3502（7番人気）
馬連票数 計 586502 的中 �� 23065（6番人気）
馬単票数 計 378163 的中 �� 9329（10番人気）
ワイド票数 計 443219 的中 �� 22907（6番人気）�� 82999（1番人気）�� 24473（5番人気）
3連複票数 計 901239 的中 ��� 69651（2番人気）
3連単票数 計1941845 的中 ��� 17239（25番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―14．1―12．7―13．1―12．8―12．1―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―39．0―51．7―1：04．8―1：17．6―1：29．7―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スギノマジェスティ 
�
父 マジェスティックウォリアー 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．9．12 中京12着

2018．4．22生 牡4栗 母 シャイニングピアス 母母 フォーシングビッド 10戦3勝 賞金 29，324，000円
※出走取消馬 ジロー号（疾病〔左前挫跖〕のため）

04046 2月20日 曇 稍重 （4阪神1） 第4日 第10競走 ��
��1，600�

む こ が わ

武庫川ステークス
発走14時50分 （芝・右・外）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

33 シャーレイポピー 牝4鹿 55 �島 克駿 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 438＋ 81：35．3 3．9�
22 フラーズダルム 牝4鹿 55 坂井 瑠星吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：35．51	 7．8�
11 レッドアルマーダ 
6鹿 57 木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 542＋ 21：35．6� 20．7�
44 トオヤリトセイト 牡6青鹿57 斎藤 新村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 494＋101：35．71 15．6�
88 ソウルトレイン 牡5芦 57 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 21：35．8クビ 6．3	
55 ディヴィーナ 牝4鹿 55 藤岡 佑介佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 420＋ 4 〃 クビ 1．8

66 ミエノウインウイン 
7黒鹿57 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 41：36．01	 80．5�
89 ハッシュゴーゴー 牝6鹿 55 松山 弘平吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 462± 01：36．74 35．0�
77 シホノフォルテ 
6鹿 57 川又 賢治村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム 502－ 41：37．97 148．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，928，600円 複勝： 77，354，300円 枠連： 14，993，900円
馬連： 92，419，100円 馬単： 52，922，400円 ワイド： 65，718，300円
3連複： 125，347，700円 3連単： 282，546，400円 計： 766，230，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 310円 � 640円 枠 連（2－3） 1，510円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，040円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 23，610円

票 数

単勝票数 計 549286 的中 � 110313（2番人気）
複勝票数 計 773543 的中 � 118457（2番人気）� 64927（4番人気）� 26413（6番人気）
枠連票数 計 149939 的中 （2－3） 7681（6番人気）
馬連票数 計 924191 的中 �� 63872（4番人気）
馬単票数 計 529224 的中 �� 20527（8番人気）
ワイド票数 計 657183 的中 �� 45378（5番人気）�� 15627（11番人気）�� 10869（16番人気）
3連複票数 計1253477 的中 ��� 16698（17番人気）
3連単票数 計2825464 的中 ��� 8675（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．9―37．3―49．5―1：01．5―1：12．7―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャーレイポピー �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．10．11 京都2着

2018．3．25生 牝4鹿 母 オリエンタルポピー 母母 トールポピー 10戦4勝 賞金 68，200，000円
〔制裁〕 ディヴィーナ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

１レース目



04047 2月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第4日 第11競走 ��
��1，200�

や ま と

大和ステークス
発走15時30分 （ダート・右）
4歳以上，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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

816 ジャスティン 牡6栗 58．5 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 502－ 21：11．6 4．4�
36 � リュウノユキナ 牡7芦 58 岩田 望来蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B510＋ 2 〃 アタマ 2．3�
23 ロイヤルパールス 牡7鹿 56 宮崎 北斗ロイヤルパーク 池添 兼雄 日高 坂 牧場 528－ 21：11．7クビ 52．7�
59 レシプロケイト 牡6栗 55 斎藤 新ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 4 〃 ハナ 11．5�
11 デュアリスト 牡4栗 56 �島 克駿 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：11．8	 12．4�
611 ロードエース 牡7鹿 54 川須 栄彦 	ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 500＋ 41：12．11	 161．6

612 スマートアルタイル 牡7栗 56 横山 典弘大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 静内山田牧場 484＋ 2 〃 アタマ 8．0�
815 スペクタクル 牡4栗 54 藤井勘一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 500± 01：12．2クビ 18．7�
24 ミスズグランドオー 牡4栗 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490± 0 〃 クビ 16．3
48 メイショウアリソン 牡8黒鹿54 太宰 啓介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 504＋ 41：12．51
 99．5�
47 ヨ シ オ 牡9鹿 55 亀田 温心加藤 志明氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 500＋18 〃 アタマ 101．2�
714 スナークライデン 牡8芦 54 服部 寿希杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 496－ 61：12．81	 268．1�
35 サンライズカラマ 牡8栗 53 藤懸 貴志松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B498－ 61：13．22
 236．3�
510 ショウナンアニメ 牡5鹿 54 中井 裕二�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 510＋14 〃 クビ 28．1�
713 シ ン シ テ ィ 牝5黒鹿52 田中 健安藤 晋平氏 木原 一良 浦河 高昭牧場 474＋101：13．94 20．8�
12 � ジャスパープリンス 牡7鹿 57 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

500＋ 41：14．22 17．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 96，714，500円 複勝： 97，443，900円 枠連： 54，624，000円
馬連： 262，843，900円 馬単： 100，848，500円 ワイド： 168，645，400円
3連複： 431，910，300円 3連単： 479，574，800円 計： 1，692，605，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 130円 � 760円 枠 連（3－8） 580円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 310円 �� 3，380円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 37，920円

票 数

単勝票数 計 967145 的中 � 175044（2番人気）
複勝票数 計 974439 的中 � 130468（2番人気）� 269442（1番人気）� 21475（11番人気）
枠連票数 計 546240 的中 （3－8） 72306（1番人気）
馬連票数 計2628439 的中 �� 280120（1番人気）
馬単票数 計1008485 的中 �� 55457（2番人気）
ワイド票数 計1686454 的中 �� 160618（1番人気）�� 11675（44番人気）�� 18311（28番人気）
3連複票数 計4319103 的中 ��� 33331（29番人気）
3連単票数 計4795748 的中 ��� 9168（112番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．2―11．7―12．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．9―45．6―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．7
3 ・（13，16）－（2，1，10）11，3（6，15）8（4，9）14（5，7）－12 4 16－13（1，10，11）（2，3）（6，15）－8，9（4，14）7（5，12）

勝馬の
紹 介

ジャスティン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West デビュー 2018．10．8 東京4着

2016．3．18生 牡6栗 母 シナスタジア 母母 Honest Cause 20戦7勝 賞金 152，905，000円
［他本会外：7戦2勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の27頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゼンノアンジュ号
（非抽選馬）26頭 アスターマリンバ号・アッシェンプッテル号・イッツクール号・イメル号・エイコーン号・エメラルファイト号・

オヌシナニモノ号・ガンケン号・クレスコブレイブ号・クーファピーカブー号・サンダーブリッツ号・
ジェネティクス号・シャンパンクーペ号・スピリットワンベル号・ダノンチェイサー号・タマモサンシーロ号・
デターミネーション号・フィールドセンス号・ペオース号・ベルダーイメル号・ホウオウスクラム号・
マサハヤニース号・メイショウミライ号・ロンドンテソーロ号・ロードラズライト号・ワールドリバイバル号

04048 2月20日 晴 稍重 （4阪神1） 第4日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・右・外）
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
1：31．1
1：30．3

良
良

57 サトノラムセス 牡4鹿 57 �島 克駿 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 470＋ 41：34．6 2．4�
11 シ ャ ン ブ ル 牝4青鹿55 和田 竜二 �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 482＋ 2 〃 クビ 5．1�
813 アトリビュート 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：34．7クビ 4．3�
45 ジ ャ ッ カ ル 牡4青鹿57 藤岡 佑介平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 502－ 21：34．8	 10．5�
814 テーオーアマゾン 牡6青鹿57 秋山真一郎小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 21：34．9
 52．2	
712 アルメイダミノル 牡4芦 57

56 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 528－10 〃 
 41．4

22 サ ヴ ァ イ ヴ 牡5青 57 国分 優作中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 21：35．0
 40．1�
610 サンディレクション 牡6鹿 57 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 478－141：35．53 71．6�
34 メイショウカミシマ 牡8黒鹿57 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 476＋ 4 〃 クビ 136．5
711 ファルヴォーレ 牡4芦 57 斎藤 新杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 472＋181：35．6
 14．1�
46 ペールエール 牡5栗 57 横山 典弘林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：35．81� 8．3�
33 ブレイニーラン 牡7鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 486－ 41：35．9
 29．4�
69 ベストクィーン 牝6栗 55 中井 裕二田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 436－ 41：36．0
 256．6�
58 キボウノダイチ 7黒鹿57 和田 翼三宅 勝俊氏 畑端 省吾 浦河 カナイシスタッド 508＋241：36．21� 120．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 83，906，200円 複勝： 97，655，600円 枠連： 34，383，900円
馬連： 174，856，100円 馬単： 69，063，100円 ワイド： 132，667，000円
3連複： 264，013，200円 3連単： 337，950，500円 計： 1，194，495，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 160円 � 150円 枠 連（1－5） 800円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 260円 �� 220円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 5，730円

票 数

単勝票数 計 839062 的中 � 271036（1番人気）
複勝票数 計 976556 的中 � 240461（1番人気）� 143199（3番人気）� 159166（2番人気）
枠連票数 計 343839 的中 （1－5） 33100（3番人気）
馬連票数 計1748561 的中 �� 197735（2番人気）
馬単票数 計 690631 的中 �� 47972（2番人気）
ワイド票数 計1326670 的中 �� 132882（2番人気）�� 167851（1番人気）�� 52161（6番人気）
3連複票数 計2640132 的中 ��� 150266（1番人気）
3連単票数 計3379505 的中 ��� 42755（4番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―11．9―11．9―11．7―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．6―47．5―59．4―1：11．1―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．2
3 14，8，5（1，12）（2，13）4（3，7）（10，9）6－11 4 14－8，5（1，12）（2，13）（3，4）7（10，9）（6，11）

勝馬の
紹 介

サトノラムセス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．26 阪神2着

2018．5．1生 牡4鹿 母 サトノエカテリーナ 母母 ロンドンブリッジ 8戦3勝 賞金 32，110，000円

４レース目



（4阪神1）第4日 2月20日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 157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

221，250，000円
28，640，000円
1，130，000円
28，340，000円
67，568，000円
4，317，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
545，681，700円
723，366，600円
201，187，700円
1，020，119，900円
475，149，600円
797，825，300円
1，577，704，200円
2，118，426，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，459，461，000円

総入場人員 4，133名 （有料入場人員 3，963名）
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