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04013 2月12日 晴 良 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

35 エイシンフェンサー 牝3黒鹿54 岩田 望来�栄進堂 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 468－ 41：13．7 2．4�
48 スターペスカオリ 牝3黒鹿 54

52 △角田 大河河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 448－ 41：13．91 11．4�
12 アグニレディアンス 牝3鹿 54 横山 武史�レッドマジック田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 460± 01：14．0� 18．4�
611 メイショウネムノキ 牝3芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 502＋ 2 〃 クビ 7．9�
47 グリューナブリッツ 牝3栗 54 坂井 瑠星吉田 和美氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：14．1� 2．5�
612 サイモンブーケ 牝3栗 54 川須 栄彦澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 490－ 21：14．73� 24．5	
36 キミニオクル 牝3栗 54

50 ★永島まなみ小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 466－ 61：14．91� 108．1

816 コパノスタンリー 牝3芦 54 岩田 康誠小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 458－101：15．43 12．1�
59 グレンハイウェイ 牝3栗 54

51 ▲川端 海翼�G1レーシング 畑端 省吾 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 114．6�
11 メイショウナナクサ 牝3栗 54 �島 克駿松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 三嶋牧場 422± 01：15．5� 58．5
815 マインインパクト 牝3栗 54

51 ▲大久保友雅峰 哲馬氏 的場 均 浦河 グラストレーニ
ングセンター 436－ 41：15．6クビ 150．4�

510 ロ ッ シ ー ニ 牝3芦 54 長岡 禎仁田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 松浦牧場 452－101：15．81� 272．9�
24 セイカベラトリクス 牝3鹿 54

53 ☆小沢 大仁久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 456－ 41：15．9� 578．3�
23 ペイシャキネマ 牝3栗 54 高倉 稜北所 直人氏 伊藤 伸一 新冠 隆栄牧場 416－ 61：16．21� 395．0�
714 ブラックディーバ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �コスモヴューファーム 新谷 功一 新冠 コスモヴューファーム 478－ 21：16．52 159．0�
713 サンアクセソワール 牝3鹿 54 竹之下智昭 �加藤ステーブル 千田 輝彦 新ひだか 稲葉牧場 452－ 41：17．24 717．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，193，900円 複勝： 47，315，100円 枠連： 15，389，400円
馬連： 58，158，300円 馬単： 26，419，000円 ワイド： 57，232，800円
3連複： 94，363，900円 3連単： 103，241，500円 計： 442，313，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 230円 � 440円 枠 連（3－4） 250円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，030円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 8，730円 3 連 単 ��� 25，340円

票 数

単勝票数 計 401939 的中 � 129396（1番人気）
複勝票数 計 473151 的中 � 113035（2番人気）� 48540（4番人気）� 21314（7番人気）
枠連票数 計 153894 的中 （3－4） 47546（1番人気）
馬連票数 計 581583 的中 �� 35696（5番人気）
馬単票数 計 264190 的中 �� 11095（6番人気）
ワイド票数 計 572328 的中 �� 28373（6番人気）�� 14171（11番人気）�� 4803（24番人気）
3連複票数 計 943639 的中 ��� 8102（28番人気）
3連単票数 計1032415 的中 ��� 2953（83番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．0―12．3―12．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．7―35．7―48．0―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンフェンサー �
�
父 ファインニードル �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2022．12．28 阪神5着

2020．4．29生 牝3黒鹿 母 エーシンパナギア 母母 サンタマリアガール 3戦1勝 賞金 8，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モンセラット号

04014 2月12日 晴 良 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

78 キ リ ン ジ 牡3鹿 56
52 ★永島まなみ岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 486＋ 41：55．2 15．4�
11 � ダブルジョーク 牡3栗 56 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 米

William Hum-
phries & Altair
Farms, LLC

562＋101：55．83� 31．0�
67 サンライズグルーヴ 牡3鹿 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 518＋ 41：55．9� 17．0�
55 ダ ビ デ ィ 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁田畑 憲士氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 482＋ 21：56．11� 243．5�
33 シゲルオトコギ 牡3鹿 56 高倉 稜森中 啓子氏 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 492－ 61：56．2� 5．2�
44 � イ サ イ ア ス 牡3栗 56

54 △角田 大河飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Chiyoda
Farm 454－ 61：56．41� 2．0�

66 デルマツリダシ 牡3鹿 56 	島 克駿浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 512－ 21：56．93 3．2	
79 テイエムマズルカ 牡3鹿 56

53 ▲川端 海翼竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 484＋ 21：57．53� 395．6

811 エイガウマザンマイ 牡3鹿 56 藤懸 貴志鈴木 慈雄氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 480± 01：57．81� 453．1�
810� ワインワインレッド 牡3栗 56 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc & Stretch
Run Ventures, LLC

512－ 31：58．44 12．3�
22 ハットグットゲット 牡3青鹿56 岩田 康誠小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 530－ 61：59．25 77．4

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，781，000円 複勝： 53，001，300円 枠連： 9，124，000円
馬連： 52，818，100円 馬単： 25，279，900円 ワイド： 45，614，400円
3連複： 75，303，800円 3連単： 113，061，300円 計： 411，983，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 480円 � 910円 � 420円 枠 連（1－7） 22，160円

馬 連 �� 16，090円 馬 単 �� 30，870円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 1，560円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 42，140円 3 連 単 ��� 318，940円

票 数

単勝票数 計 377810 的中 � 19516（5番人気）
複勝票数 計 530013 的中 � 29947（6番人気）� 14432（7番人気）� 34539（5番人気）
枠連票数 計 91240 的中 （1－7） 319（21番人気）
馬連票数 計 528181 的中 �� 2544（22番人気）
馬単票数 計 252799 的中 �� 614（45番人気）
ワイド票数 計 456144 的中 �� 3377（22番人気）�� 7663（16番人気）�� 3274（23番人気）
3連複票数 計 753038 的中 ��� 1340（51番人気）
3連単票数 計1130613 的中 ��� 257（320番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．8―50．6―1：03．3―1：16．2―1：28．9―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．0
1
3
10，7，2，6，8，4，3，1－（5，9）11・（10，7）2，6，8（1，4）3，5－（11，9）

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

勝馬の
紹 介

キ リ ン ジ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2022．8．27 小倉5着

2020．5．5生 牡3鹿 母 タイムピース 母母 エアラグーン 5戦1勝 賞金 6，750，000円
〔3走成績による出走制限〕 エイガウマザンマイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月12日まで平地競走に出走

できない。

第１回 阪神競馬 第２日



04015 2月12日 晴 良 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

23 ショウナンハクウン 牡3青鹿56 岩田 康誠国本 哲秀氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：26．2 8．7�
35 アグネスシュウ �3鹿 56 松田 大作渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 508－ 41：27．37 11．3�
11 ミスティックパワー 牡3鹿 56 横山 典弘小林竜太郎氏 新谷 功一 新ひだか 藤沢牧場 492－ 21：27．72� 9．3�
48 メイショウウナバラ 牡3栗 56 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 446＋ 21：28．33� 233．2�
24 マ ク ギ リ ス 牡3鹿 56 �島 克駿増田 和啓氏 長谷川浩大 平取 二風谷ファーム 472＋16 〃 ハナ 64．8�
36 チャーチモード 牡3鹿 56 岩田 望来 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 536＋ 41：28．51� 2．4	
816 ロードサミット 牡3鹿 56

55 ☆小沢 大仁 
ロードホースクラブ 辻野 泰之 新ひだか ケイアイファーム B490± 01：28．92� 17．1�
713 クラウドセイル 牡3黒鹿56 B．ムルザバエフ 
G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 486－ 21：29．11� 4．5�

（独）

59 ブルーアーカイブ 牡3鹿 56
54 △角田 大河青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 504＋ 21：29．2� 6．0

12 デルマツキオトシ 牡3鹿 56 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 いとう牧場 460± 0 〃 クビ 599．8�
714 クリノスラッガー 牡3鹿 56 森 裕太朗栗本 博晴氏 橋田 満 日高 日西牧場 542± 01：29．41 201．2�
47 クリノファルコン 牡3栗 56 和田 竜二栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 イズモリファーム 454－ 41：29．71� 119．9�
611 ブロードイメル �3栗 56

53 ▲服部 寿希ケーエスHD 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B446± 01：29．8� 39．1�
510 ロードフォーステル 牡3鹿 56 川須 栄彦 
ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 468＋101：29．9クビ 49．2�
815 ア ム レ ー ト 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみ阿部東亜子氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 418－161：30．21� 123．8�
612 メイショウウルス 牝3鹿 54 田中 健松本 好�氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 472－ 21：31．47 776．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，137，500円 複勝： 53，726，900円 枠連： 11，345，500円
馬連： 55，071，400円 馬単： 26，038，900円 ワイド： 58，676，300円
3連複： 90，973，100円 3連単： 92，402，700円 計： 433，372，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 320円 � 300円 � 240円 枠 連（2－3） 700円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 6，720円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 860円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 44，810円

票 数

単勝票数 計 451375 的中 � 41081（4番人気）
複勝票数 計 537269 的中 � 42714（6番人気）� 45108（5番人気）� 64006（4番人気）
枠連票数 計 113455 的中 （2－3） 12510（3番人気）
馬連票数 計 550714 的中 �� 10478（16番人気）
馬単票数 計 260389 的中 �� 2904（27番人気）
ワイド票数 計 586763 的中 �� 13184（15番人気）�� 17791（11番人気）�� 11626（16番人気）
3連複票数 計 909731 的中 ��� 8034（31番人気）
3連単票数 計 924027 的中 ��� 1495（153番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．3―12．6―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．2―59．8―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F39．0
3 3，5，12（6，16）2，9，14（4，11，13，15）（8，10）7－1 4 3，5，6，12（2，9，16）（4，14）（8，13，15）（11，10）7－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンハクウン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2022．10．29 東京5着

2020．4．24生 牡3青鹿 母 ラッドルチェンド 母母 ラヴズオンリーミー 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウウルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月12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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グランフォーブル号
※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。

04016 2月12日 晴 良 （5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 6，200，000円 2，500，000円 1，600，000円 930，000円 620，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

711 セラフィックコール 牡3栗 56 B．ムルザバエフ �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 540 ―1：55．2 2．3�
（独）

813 レッドプロフェシー 牡3鹿 56 �島 克駿 �東京ホースレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 498 ―1：56．58 11．2�
11 チュウワハート 牡3黒鹿56 武 豊中西 忍氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 514 ―1：56．71� 3．0�
45 オネストリー 牡3鹿 56 横山 武史金山 政信氏 茶木 太樹 新ひだか 木田牧場 468 ―1：56．8� 24．3�
710 エンツォウーノ 牡3芦 56 荻野 琢真廣崎 智子氏 田中 克典 新ひだか 藤原牧場 498 ―1：56．91 10．9	
57 ホ ペ ロ ア 牡3黒鹿56 坂井 瑠星大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 522 ― 〃 ハナ 5．7

44 カワキタハクギン 牡3芦 56

53 ▲川端 海翼川島 徹郎氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 520 ―1：57．53� 33．6�
69 ス テ ラ ー ト 牡3栗 56 水口 優也 �京都ホースレーシング 宮本 博 新ひだか 岡野牧場 482 ―1：59．4大差 61．1�
56 エピックライズ 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ村上 稔氏 高柳 大輔 浦河 �川 啓一 444 ―1：59．61� 72．6
22 グランドグラン 牡3黒鹿56 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 502 ―2：01．08 87．7�
33 サンマルミストラル 牡3鹿 56 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 新冠 八島 夕起子 448 ―2：01．1クビ 263．1�
812 マックスアデュー 牡3鹿 56 藤懸 貴志田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 506 ―2：01．63 68．2�
68 ニホンピロカーデフ 牝3黒鹿54 田中 健小林 英一氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 444 ―2：03．19 259．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，098，400円 複勝： 38，084，500円 枠連： 10，751，900円
馬連： 47，396，700円 馬単： 23，696，800円 ワイド： 42，921，400円
3連複： 75，625，000円 3連単： 97，070，000円 計： 380，644，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 190円 � 120円 枠 連（7－8） 740円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 410円 �� 200円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 5，660円

票 数

単勝票数 計 450984 的中 � 156838（1番人気）
複勝票数 計 380845 的中 � 100468（1番人気）� 37230（4番人気）� 88825（2番人気）
枠連票数 計 107519 的中 （7－8） 11199（3番人気）
馬連票数 計 473967 的中 �� 31626（5番人気）
馬単票数 計 236968 的中 �� 10714（7番人気）
ワイド票数 計 429214 的中 �� 24885（5番人気）�� 62960（1番人気）�� 19335（6番人気）
3連複票数 計 756250 的中 ��� 51270（2番人気）
3連単票数 計 970700 的中 ��� 12419（14番人気）

ハロンタイム 13．2―11．1―13．8―13．3―13．0―13．2―13．1―12．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．3―38．1―51．4―1：04．4―1：17．6―1：30．7―1：43．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セラフィックコール �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2020．2．1生 牡3栗 母 シャンドランジュ 母母 ハルーワソング 1戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マックスアデュー号・ニホンピロカーデフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和5年3月12日まで平地競走に出走できない。
※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。



04017 2月12日 晴 良 （5阪神1） 第2日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．8

良
良

44 マンデヴィラ 牝3鹿 54 岩田 望来吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 420＋ 21：47．8 4．4�
55 ソーダズリング 牝3黒鹿54 武 豊 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 ハナ 3．4�
11 ガ ッ ト ネ ロ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星山口 敦広氏 上村 洋行 新冠 大狩部牧場 476－ 41：48．11� 3．8�
22 ナムララジベラ 牝3鹿 54 高倉 稜奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 464＋101：48．31� 56．9�
33 プロヴァーブ 牝3鹿 54

52 △角田 大河�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 422＋ 61：48．72� 41．9	

810 ハッピーアズラリー 牝3鹿 54 �島 克駿金子真人ホール
ディングス� 安田 翔伍 平取 坂東牧場 424－101：48．81 3．9


66 デオヴォレンティ 牝3青 54 国分 恭介岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 436－181：48．9� 258．6�
78 ブラックフラミンゴ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス� 辻野 泰之 日高 北田 剛 438＋ 4 〃 クビ 15．7�
89 ノ ヴ ィ ア ル 牝3鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 424－101：49．64 9．3
77 テーオードリアン 牝3黒鹿 54

53 ☆小沢 大仁小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 21：49．91� 290．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 45，098，700円 複勝： 51，606，900円 枠連： 9，176，500円
馬連： 57，106，600円 馬単： 26，889，400円 ワイド： 50，302，400円
3連複： 82，260，000円 3連単： 118，030，800円 計： 440，471，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 130円 � 140円 枠 連（4－5） 890円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 310円 �� 330円 �� 260円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 6，970円

票 数

単勝票数 計 450987 的中 � 81421（4番人気）
複勝票数 計 516069 的中 � 96745（3番人気）� 102483（2番人気）� 94929（4番人気）
枠連票数 計 91765 的中 （4－5） 7929（5番人気）
馬連票数 計 571066 的中 �� 51701（4番人気）
馬単票数 計 268894 的中 �� 10339（11番人気）
ワイド票数 計 503024 的中 �� 40137（5番人気）�� 37901（6番人気）�� 51261（1番人気）
3連複票数 計 822600 的中 ��� 63369（3番人気）
3連単票数 計1180308 的中 ��� 12277（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．8―48．2―1：00．9―1：13．5―1：24．9―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンデヴィラ �
�
父 リアルスティール �

�
母父 Acatenango デビュー 2023．1．22 中京3着

2020．2．26生 牝3鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 2戦1勝 賞金 7，100，000円
※出走取消馬 ピュアグルーヴ号（疾病〔創傷性右角膜炎〕のため）

04018 2月12日 晴 良 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

67 レシプロシティ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 448－142：02．9 5．3�
812 レジェンドシップ 牡3芦 56 B．ムルザバエフ DMMドリームクラブ� 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 456－ 22：03．0クビ 4．3�

（独）

68 プレドミナル 牡3青鹿56 岩田 望来 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466± 02：03．53 1．5�
811 ルージュメイベル 牝3鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 440－ 42：03．71� 124．3�
22 スキップアビート 牝3鹿 54 長岡 禎仁�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 370－ 42：03．8� 382．9	
44 フェスティヴチャン 牝3黒鹿54 川須 栄彦臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 456－102：03．9クビ 175．5

11 タイキウルトラ 牡3鹿 56

54 △角田 大河�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 462－ 2 〃 ハナ 23．5�

56 ウイニングライブ 牡3鹿 56 松岡 正海�レッドマジック金成 貴史 新ひだか グランド牧場 438－ 82：04．21� 47．3�
33 ゲットザナック 牝3芦 54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム B426－12 〃 � 100．7
79 ローマンシアター 牝3鹿 54

53 ☆小沢 大仁飯田 良枝氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 474 ―2：04．3� 14．8�
55 クラウンサプライズ �3栗 56 川島 信二和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 478－ 82：04．72 307．3�
710 ウインジュルネ 牡3栗 56

52 ★永島まなみ�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 446＋202：06．5大差 56．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 48，824，500円 複勝： 147，514，900円 枠連： 13，053，300円
馬連： 52，545，300円 馬単： 36，726，000円 ワイド： 49，694，600円
3連複： 87，458，800円 3連単： 162，749，300円 計： 598，566，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（6－8） 250円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 210円 �� 150円 �� 150円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 488245 的中 � 72441（3番人気）
複勝票数 計1475149 的中 � 95098（3番人気）� 128999（2番人気）� 1105307（1番人気）
枠連票数 計 130533 的中 （6－8） 39501（1番人気）
馬連票数 計 525453 的中 �� 40661（3番人気）
馬単票数 計 367260 的中 �� 13040（8番人気）
ワイド票数 計 496946 的中 �� 48205（3番人気）�� 93844（1番人気）�� 91496（2番人気）
3連複票数 計 874588 的中 ��� 260589（1番人気）
3連単票数 計1627493 的中 ��� 36373（10番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―11．8―12．8―12．9―12．8―12．5―12．8―12．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．5―35．3―48．1―1：01．0―1：13．8―1：26．3―1：39．1―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レシプロシティ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Sahm デビュー 2022．12．18 中山4着

2020．3．10生 牝3黒鹿 母 サ プ レ ザ 母母 Sorpresa 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走状況〕 ルージュメイベル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



04019 2月12日 晴 良 （5阪神1） 第2日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時20分（番組第8競走を順序変更） （ダート・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

48 ミセスバローズ 牝5栗 56 坂井 瑠星猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 424－ 41：25．6 4．4�
510� バ ン ベ ル ク 牡5鹿 58 岩田 望来 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム B480＋ 21：25．7� 5．5�
611� ボブズヤアンクル 牡4鹿 58

56 △角田 大河ゴドルフィン 大久保龍志 英
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

534－ 61：25．8� 6．3�
714 マテンロウアイ 牝4黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 528＋ 6 〃 アタマ 14．1�
36 オースミリン 牝4栗 56 秋山真一郎�オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 446± 01：25．9クビ 19．8	
816 ピュアカラー 牝6黒鹿56 B．ムルザバエフ �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：26．21
 29．6


（独）

59 � パープルグローリー 牝4黒鹿 56
52 ★永島まなみ下河辺隆行氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 490± 0 〃 ハナ 103．6�

12 ブレーヴジャッカル �5栗 58 川須 栄彦 �シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム B478± 01：26．31 30．6�
47 カネトシブルーム 牡4芦 58 国分 優作兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 512＋141：26．83 5．7
612 パレドジュスティス 牝5芦 56 	島 良太 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 470－ 21：27．01 156．9�
11 � ボニンブルー 牡5鹿 58 藤懸 貴志渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 466－ 81：27．1� 277．5�
23 クアトロフォンテ 牡4鹿 58 岩田 康誠月舘 範行氏 高橋 義忠 新ひだか 矢野牧場 B472＋ 4 〃 クビ 26．4�
815 エイシンデュエラー 牡4鹿 58 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 478＋101：27．42 19．4�
713 オーガスタスカイ 牝4黒鹿56 池添 謙一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：27．6
 26．9�
24 � マインジャラン 牡5黒鹿58 武 豊前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 500± 0 〃 ハナ 19．8�
35 バルタザール 牡4鹿 58 	島 克駿�LEVEL－K 茶木 太樹 浦河 ディアレスト

クラブ 494＋12 〃 クビ 7．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，858，400円 複勝： 66，376，700円 枠連： 16，722，900円
馬連： 78，999，600円 馬単： 27，491，400円 ワイド： 82，343，400円
3連複： 133，665，300円 3連単： 119，499，000円 計： 569，956，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 160円 � 230円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 360円 �� 740円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 11，690円

票 数

単勝票数 計 448584 的中 � 81115（1番人気）
複勝票数 計 663767 的中 � 110133（2番人気）� 112237（1番人気）� 65379（3番人気）
枠連票数 計 167229 的中 （4－5） 21260（1番人気）
馬連票数 計 789996 的中 �� 66497（1番人気）
馬単票数 計 274914 的中 �� 12245（1番人気）
ワイド票数 計 823434 的中 �� 62586（1番人気）�� 27164（5番人気）�� 31009（3番人気）
3連複票数 計1336653 的中 ��� 35206（2番人気）
3連単票数 計1194990 的中 ��� 7409（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．7―46．9―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミセスバローズ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．11．15 阪神3着

2018．4．3生 牝5栗 母 ニコールバローズ 母母 ブーケドレーヌ 12戦2勝 賞金 22，310，000円
※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。

04020 2月12日 晴 良 （5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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

44 モズメイメイ 牝3鹿 54 武 豊 �キャピタル・システム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456± 01：34．7 2．4�
33 オーシャントライブ 牡3鹿 56 B．ムルザバエフ �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：34．8� 10．3�

（独）

66 マイネルメモリー 牡3黒鹿56 横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 41：34．91� 2．8�

22 パンデアスカル 牡3鹿 56 岩田 望来 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506± 01：35．11 5．2�
11 ニシノベストワン 牡3黒鹿56 坂井 瑠星西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 466＋ 6 〃 クビ 5．9	
55 マルモリディライト 牝3芦 54 角田 大河山下 繁美氏 石橋 守 浦河 村中牧場 460＋ 61：35．31 61．7

77 コスモフーレイ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 むかわ 市川牧場 416± 01：35．61	 56．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 54，906，300円 複勝： 35，392，200円 枠連： 発売なし
馬連： 55，277，900円 馬単： 34，392，900円 ワイド： 42，217，400円
3連複： 76，748，400円 3連単： 193，107，100円 計： 492，042，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 330円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 300円 �� 160円 �� 350円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 549063 的中 � 180669（1番人気）
複勝票数 計 353922 的中 � 112863（1番人気）� 32313（5番人気）
馬連票数 計 552779 的中 �� 35718（6番人気）
馬単票数 計 343929 的中 �� 13791（9番人気）
ワイド票数 計 422174 的中 �� 32092（6番人気）�� 81380（1番人気）�� 26361（7番人気）
3連複票数 計 767484 的中 ��� 70268（3番人気）
3連単票数 計1931071 的中 ��� 28493（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．3―48．5―1：00．5―1：11．8―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズメイメイ �

父 リアルインパクト �


母父 Frankel デビュー 2022．11．19 東京1着

2020．2．18生 牝3鹿 母 インラグジュアリー 母母 インランジェリー 3戦2勝 賞金 20，527，000円
※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。



04021 2月12日 晴 良 （5阪神1） 第2日 第9競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時25分（番組第7競走を順序変更） （芝・右・外）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

11 デ ィ オ 牡4黒鹿58 岩田 望来石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 500＋ 21：34．0 1．7�
816 アンフィニドール 牝5鹿 56 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 484－ 61：34．21� 7．5�
59 サトノスカイターフ 牡5鹿 58 B．ムルザバエフ 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：34．3� 9．2�

（独）

714� ロ ゼ ク ラ ン 牝5黒鹿56 秋山真一郎水谷 昌晃氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 450± 01：34．4	 103．4�
12 アイキャンドウイッ 牡4黒鹿58 
島 克駿 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 81：34．5	 19．0�
23 オーダーナチュラル 牡4黒鹿 58

54 ★永島まなみ 	社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 458－ 41：34．6クビ 21．6

612 クロニクルノヴァ �4黒鹿58 松岡 正海 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 476± 01：34．7� 31．1�
713 ミツルハピネス 牝5栗 56

54 △角田 大河守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 514－ 4 〃 ハナ 7．7�
48 イスラグランデ �4鹿 58 国分 恭介 	社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 01：34．81 84．7
35 エンギダルマ 牡4鹿 58 横山 武史星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 506－ 61：34．9アタマ 12．0�
815 ル シ ョ コ ラ 牝4青鹿56 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 472± 01：35．01 166．6�
24 ザ ウ リ 牡4鹿 58

57 ☆小沢 大仁	ターフ・スポート森田 直行 日高 奥山 博 532－ 61：35．21 270．3�
36 � クワイエット 牝7黒鹿 56

53 ▲服部 寿希 �YGGホースクラブ 服部 利之 新冠 佐藤牧場 B460＋ 21：35．3� 229．3�
510 ロードリライアブル 牡4鹿 58 坂井 瑠星 �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 482－ 4 〃 アタマ 49．7�
47 エリカフェリーチェ 牝4鹿 56 和田 竜二三木 正浩氏 吉岡 辰弥 新ひだか 築紫 洋 B458－ 81：35．62 35．2�
611 クレイジーリッチ 牡5栗 58 藤懸 貴志江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 500－ 81：35．81� 546．2�
817 アンジェリーナ 牝4栗 56 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム 422± 01：37．18 40．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 56，193，000円 複勝： 84，458，100円 枠連： 20，039，900円
馬連： 100，964，600円 馬単： 44，869，700円 ワイド： 94，589，000円
3連複： 168，789，300円 3連単： 184，051，500円 計： 753，955，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 210円 枠 連（1－8） 510円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 360円 �� 330円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 4，610円

票 数

単勝票数 計 561930 的中 � 249870（1番人気）
複勝票数 計 844581 的中 � 306775（1番人気）� 87351（3番人気）� 75935（4番人気）
枠連票数 計 200399 的中 （1－8） 30085（1番人気）
馬連票数 計1009646 的中 �� 107795（2番人気）
馬単票数 計 448697 的中 �� 38986（1番人気）
ワイド票数 計 945890 的中 �� 68913（3番人気）�� 77414（2番人気）�� 22204（10番人気）
3連複票数 計1687893 的中 ��� 69671（3番人気）
3連単票数 計1840515 的中 ��� 28894（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―12．1―12．2―11．2―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．3―47．4―59．6―1：10．8―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．4
3 4，5（1，7）（2，16）（6，14，15，12）（8，9）（3，17）13（11，10） 4 4（5，7）（1，16）12（2，14）15（6，8）9，13（3，17）（11，10）

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4黒鹿 母 エターナルブーケ 母母 キャットアリ 10戦2勝 賞金 35，100，000円
〔制裁〕 クワイエット号の騎手服部寿希は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・8番・9番・10

番・11番・12番）
エリカフェリーチェ号の騎手和田竜二は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
イスラグランデ号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
アイキャンドウイッ号の騎手
島克駿は，最後の直線コースで内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。

04022 2月12日 晴 良 （5阪神1） 第2日 第10競走 ��1，800�
いばらき

茨木ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，R4．2．12以降R5．2．5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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

57 � ペ ル ア ア 牝4鹿 54 岩田 望来 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Zayat Sta-

bles, LLC 482＋ 21：52．8 2．4�
812 セイクリッドゲイズ 牡5鹿 56 �島 克駿 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 494－ 61：53．11� 9．9�
711 カラフルキューブ 牝4鹿 53 池添 謙一�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 2 〃 クビ 9．0�
45 ゼウスバイオ 牡4栗 55 和田 竜二バイオ� 畑端 省吾 日高 中館牧場 500－ 41：53．41� 7．0�
22 メイショウミカワ 牡5栗 55 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 484－ 6 〃 アタマ 14．4	
68 ステイブルアスク 牝5栗 56 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 442－ 21：53．5� 3．3

69 クインズバジル 牝5鹿 53 川須 栄彦 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 470＋ 41：53．92� 69．3�
11 	 リバプールタウン 牡8鹿 56 小沢 大仁薪浦 亨氏 石橋 守 日高 下川 茂広 490－ 21：54．0� 37．5�
33 ム エ ッ ク ス 牡5栗 55 秋山真一郎中辻 明氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 518＋ 41：54．42� 158．0
56 シルバーエース 牡6芦 55 横山 武史林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 474＋ 61：54．93� 16．1�
813 エースレイジング 牡6黒鹿53 藤懸 貴志三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 480＋ 81：55．21� 227．5�
710 ゴールドティア 牝6鹿 54 角田 大河 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B478＋ 21：55．51� 138．8�
44 トミケンボハテル 牡9芦 51 土田 真翔佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム B500－101：57．7大差 429．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 64，841，400円 複勝： 78，237，500円 枠連： 21，718，400円
馬連： 140，813，000円 馬単： 53，681，600円 ワイド： 103，605，000円
3連複： 207，984，100円 3連単： 266，032，400円 計： 936，913，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 280円 � 220円 枠 連（5－8） 1，350円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 490円 �� 480円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 15，760円

票 数

単勝票数 計 648414 的中 � 210100（1番人気）
複勝票数 計 782375 的中 � 183308（2番人気）� 59636（6番人気）� 82502（4番人気）
枠連票数 計 217184 的中 （5－8） 12439（6番人気）
馬連票数 計1408130 的中 �� 80013（5番人気）
馬単票数 計 536816 的中 �� 18976（7番人気）
ワイド票数 計1036050 的中 �� 56362（6番人気）�� 57287（5番人気）�� 19970（16番人気）
3連複票数 計2079841 的中 ��� 39992（15番人気）
3連単票数 計2660324 的中 ��� 12237（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．2―49．9―1：02．6―1：15．4―1：28．0―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ペ ル ア ア �
�
父 American Pharoah �

�
母父 City Zip デビュー 2021．10．23 阪神1着

2019．3．25生 牝4鹿 母 Nomee 母母 Miss Utada 7戦4勝 賞金 58，432，000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12日 晴 良 （5阪神1） 第2日 第11競走
第116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56�5歳以上57�，牝馬2�減，R4．2．12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，R4．2．11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
2：09．7
2：09．0

良
良

812 ドウデュース 牡4鹿 58 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508 2：10．9 2．5�
11 マテンロウレオ 牡4黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 476－ 22：11．53� 15．2�
68 プ ラ ダ リ ア 牡4鹿 57 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 466＋ 2 〃 クビ 8．8�
45 キングオブドラゴン 牡6黒鹿57 岩田 望来窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 512＋ 82：11．81� 31．7�
69 キラーアビリティ 牡4青鹿56 B．ムルザバエフ �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 6．8	

（独）

33 ウインマイティー 牝6芦 55 和田 竜二�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム B482－ 22：12．01 17．1

56 	 ユニコーンライオン 牡7黒鹿57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc B540＋ 62：12．1� 13．1�
813 スカーフェイス 牡7鹿 57 岩田 康誠伊藤 佳幸氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 466＋ 42：12．2クビ 176．4�
44 アフリカンゴールド 
8栗 58 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＋ 22：12．3� 111．2
22 ラストドラフト 牡7黒鹿57 松岡 正海 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 468－ 22：12．51� 155．1�
711 イ ン プ レ ス 牡4黒鹿56 島 克駿前田 幸治氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 526＋ 22：12．6クビ 28．4�
57 マイネルファンロン 牡8青鹿57 川須 栄彦 �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 490＋ 8 〃 アタマ 141．4�
710 エフフォーリア 牡5鹿 58 横山 武史 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 524－ 8 （競走中止） 3．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 441，010，900円 複勝： 432，472，800円 枠連： 134，829，600円
馬連： 972，523，200円 馬単： 373，777，400円 ワイド： 813，743，300円
3連複： 2，028，458，300円 3連単： 2，678，023，000円 計： 7，874，838，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 300円 � 220円 枠 連（1－8） 1，880円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 690円 �� 460円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 14，320円

票 数

単勝票数 計4410109 的中 � 1388152（1番人気）
複勝票数 計4324728 的中 � 1125638（1番人気）� 288271（6番人気）� 444011（4番人気）
枠連票数 計1348296 的中 （1－8） 55453（5番人気）
馬連票数 計9725232 的中 �� 385643（6番人気）
馬単票数 計3737774 的中 �� 111265（8番人気）
ワイド票数 計8137433 的中 �� 302992（6番人気）�� 478751（3番人気）�� 169512（14番人気）
3連複票数 計20284583 的中 ��� 437956（9番人気）
3連単票数 計26780230 的中 ��� 135525（37番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．2―12．3―12．6―12．4―12．3―12．2―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．4―34．6―46．9―59．5―1：11．9―1：24．2―1：36．4―1：48．0―1：59．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドウデュース �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Vindication デビュー 2021．9．5 小倉1着

2019．5．7生 牡4鹿 母 ダストアンドダイヤモンズ 母母 Majestically 7戦5勝 賞金 448，861，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔競走中止〕 エフフォーリア号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※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。

04024 2月12日 晴 良 （5阪神1） 第2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）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

611 ク レ ド 牡4黒鹿58 高倉 稜 �カナヤマホール
ディングス 田中 克典 新ひだか 平野牧場 422－ 61：12．3 23．6�

612 カフジエニアゴン 牝4栗 56 池添 謙一加藤 守氏 木原 一良 浦河 ヒダカフアーム 502＋10 〃 クビ 7．4�
59 オ カ リ ナ 牡6栗 58 �島 良太八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 534－ 41：12．51� 31．3�
23 ナムラフランク 牡4青鹿58 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 486－ 4 〃 アタマ 3．1�
12 サウンドサンビーム 牡6黒鹿58 坂井 瑠星増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 488－ 41：12．6� 4．7�
47 キタノエクスプレス 牡5鹿 58 B．ムルザバエフ 北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 504＋ 21：12．81 4．1	

（独）

713 ゴールドクロス 牡8鹿 58 横山 典弘河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 490－101：12．9� 168．5

24 オンリーワンスター 牝10鹿 56 藤懸 貴志�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 462－12 〃 クビ 138．9�
815 オンザダブル 牡4栗 58

57 ☆小沢 大仁 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 516＋ 21：13．0クビ 17．8
510	 メイショウフジタカ 牡5鹿 58

56 △角田 大河松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 496－ 6 〃 クビ 13．2�
816	 メイショウオウギ 牝7芦 56

53 ▲川端 海翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 456－ 21：13．1クビ 184．5�
36 フォックススリープ 
5鹿 58 国分 優作石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 466－ 81：13．2� 54．6�
48 セイウンハルカニ 牡4青鹿58 横山 武史西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 470－ 81：14．26 22．5�
714 カジュフェイス 牡4鹿 58 秋山真一郎 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 496－ 61：14．3� 40．9�
35 ポケットロケット 牝5栗 56 川須 栄彦野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 510＋221：14．51 44．7�
11 	 スズカサウスソング 牡6鹿 58 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B504－ 21：14．71� 112．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 97，484，700円 複勝： 112，485，800円 枠連： 33，482，500円
馬連： 175，994，700円 馬単： 61，222，900円 ワイド： 161，079，300円
3連複： 289，918，800円 3連単： 305，305，000円 計： 1，236，973，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 560円 � 260円 � 510円 枠 連（6－6） 7，720円

馬 連 �� 7，420円 馬 単 �� 20，370円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 5，460円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 46，170円 3 連 単 ��� 283，410円

票 数

単勝票数 計 974847 的中 � 32918（8番人気）
複勝票数 計1124858 的中 � 49362（8番人気）� 126726（4番人気）� 55171（7番人気）
枠連票数 計 334825 的中 （6－6） 3358（24番人気）
馬連票数 計1759947 的中 �� 18360（24番人気）
馬単票数 計 612229 的中 �� 2254（58番人気）
ワイド票数 計1610793 的中 �� 16668（27番人気）�� 7525（49番人気）�� 18016（24番人気）
3連複票数 計2899188 的中 ��� 4709（124番人気）
3連単票数 計3053050 的中 ��� 781（704番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．7―12．1―12．1―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク レ ド �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2022．3．19 阪神3着

2019．5．18生 牡4黒鹿 母 キ リ エ 母母 チャペルコンサート 6戦3勝 賞金 26，370，000円
〔制裁〕 オカリナ号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ペプチドサンライズ号
※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。

４レース目



（5阪神1）第2日 2月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

290，300，000円
35，650，000円
1，960，000円
36，590，000円
3，000，000円
73，625，000円
4，621，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
1，021，428，700円
1，200，672，700円
295，633，900円
1，847，669，400円
760，485，900円
1，602，019，300円
3，411，548，800円
4，432，573，600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 14，572，032，300円

総入場人員 20，891名 （有料入場人員 20，520名）
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