
０６０１３ ２月２８日 晴 重 （２２阪神１）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１１ ワイキキブリーズ 牝３栗 ５４ 川島 信二畑 清介氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４７６－ ８１：１２．８ ５．４�

８１６ アルーリングライフ 牝３鹿 ５４ 幸 英明 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２－ ６１：１３．６５ １．７�

４７ ベ リ ー フ 牝３栗 ５４ 吉田 豊岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４３４± ０１：１３．８１� ９．３�
７１３ シ ュ ン セ イ 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４６＋ ８ 〃 クビ ５８．０�
５９ ミニーバローズ 牝３鹿 ５４ 角田 晃一猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４５０＋ ８１：１４．０１� ２６．６�
２４ ラブコマドリー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦増田 陽一氏 清水 久詞 新ひだか 加野牧場 ４７４－１２１：１４．３２ １６．８�
３５ ニシノグラビア 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介西山 茂行氏 梅田 智之 むかわ 西山牧場 ４５８－ ６１：１４．６１� １７５．１	
８１５ パリスブルー 牝３黒鹿５４ 田中 克典 
ブルーマネジメント松永 昌博 新冠 川上牧場 ４２８－ ２１：１４．９１� １８９．７�
７１４ ミスズファンシー 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 B４３０－ ２１：１５．０� ５３．８�
５１０ グルーヴィーコマチ 牝３栗 ５４ 熊沢 重文有限会社シルク山内 研二 新冠 大栄牧場 ４２４－ ４１：１５．３１� １０３．３
６１１ ニチドウルチル 牝３栗 ５４ 田嶋 翔山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４６４－ ２１：１５．７２� ９．８�
４８ ケイアイヒミコ 牝３栗 ５４ 古川 吉洋 
啓愛義肢材料販売所 加用 正 新ひだか 佐竹 学 ４３６－ ２１：１５．８クビ １０１．２�
３６ アンジェリークダダ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 ４２６－ ２ 〃 クビ １２．５�
２３ ケイエスシンホノカ 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介キヨシサービス
 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４４８－ ６１：１６．０１� １０９．３�
１２ メイショウコズエ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 日の出牧場 ４３４－１８１：１６．４２� ２０１．０�
６１２ アイラインローズ 牝３鹿 ５４ 野元 昭嘉ロイヤルパーク 野元 昭 日高 天羽 禮治 ４５８＋１６１：１７．０３� １６３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８５８，５００円 複勝： ４２，２９６，３００円 枠連： １２，９９９，０００円

普通馬連： ４８，９８６，０００円 馬単： ４２，９２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４４３，０００円

３連複： ７５，６０４，５００円 ３連単： １２８，６０３，７００円 計： ３９６，７２０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（１－８） ３８０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４２０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ５，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２１８５８５ 的中 � ３２３７２（２番人気）
複勝票数 計 ４２２９６３ 的中 � ５０９３９（２番人気）� ２３７４８４（１番人気）� ２４８０１（４番人気）
枠連票数 計 １２９９９０ 的中 （１－８） ２５３１５（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８９８６０ 的中 �� １００４７１（１番人気）
馬単票数 計 ４２９２９０ 的中 �� ３０２７３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４４３０ 的中 �� ４５５３８（１番人気）�� １１８４８（５番人気）�� １３４２５（４番人気）
３連複票数 計 ７５６０４５ 的中 ��� ６０３１８（２番人気）
３連単票数 計１２８６０３７ 的中 ��� １７１５２（８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１２．３―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．１―４７．４―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイキキブリーズ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．７．２６ 小倉５着

２００７．３．５生 牝３栗 母 エターナルシャイン 母母 マークプロミス ５戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
〔騎手変更〕 シュンセイ号の騎手和田竜二は，第１日第７競走での落馬負傷のため松山弘平に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイラインローズ号は，平成２２年３月３１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。
（非当選馬） ２頭 オーナーズアイ号・ショウナンナックル号



０６０１４ ２月２８日 晴 重 （２２阪神１）第２日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時２５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５１０ メイショウエバモア 牡３芦 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５０２－ ２１：５４．７ １．９�

１１ ジョープライド 牡３栗 ５６ 角田 晃一上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ４８０－ ６１：５４．８� ６．６�

３５ プリサイスドリーム 牡３黒鹿５６ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 浦河 ミルファーム ４７４－ ４１：５５．１２ ５．０�
８１６ スマートスペンサー 牡３栗 ５６ 福永 祐一大川 徹氏 松永 幹夫 新冠 辻 和明 ４６０－ ４１：５５．２� １７．５�
６１１ アドマイヤツバサ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４３８－ ２１：５５．３� ６．８�
５９ ムンキンナンティ 牡３栗 ５６ 松田 大作坂田 行夫氏 粕谷 昌央 日高 法理牧場 ４９６－１２１：５５．８３ １３１．５�
７１４ エーシンアルヘナー 牡３鹿 ５６ 岡部 誠�栄進堂 安田 隆行 新ひだか 坂本牧場 ４５８＋１０１：５６．４３� ３０２．８	

（愛知）

２４ ボストンサプライズ 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰ボストンホース� 新川 恵 浦河 谷川牧場 ４７４－ ２１：５６．６１� ５７．７

２３ ライブリシーラ 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平加藤 哲郎氏 佐山 優 厚真 大川牧場 ５０２－ ６１：５６．８１� １９７．４�
１２ メイケイオーシャン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 B４４２－ ４ 〃 ハナ １４６．９�
４７ メジロジェラルド 牡３黒鹿５６ 吉田 豊メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B４９４－ ２１：５７．０１� ９．８�
７１３ タマモフルポケット 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４８－ ４１：５７．６３� １４４．４�
６１２	 シマロンボーイ 牡３栗 ５６

５３ ▲大下 智加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Iron County
Farms Inc ５１６－ ８１：５８．９８ ３５１．１�

８１５ スズカグラス 牡３芦 ５６
５４ △国分 恭介永井 啓弍氏 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４６４－ ２２：００．７大差 ２５３．６�

４８ アールザフェーム 牝３鹿 ５４ 石橋 守星野 良二氏 鹿戸 明 浦河 中脇 満 ４１４－１４２：０２．５大差 ４１５．７�
３６ ヤマニンジンジャー 
３栗 ５６ 酒井 学土井 肇氏 高橋 義博 新冠 錦岡牧場 ４２２± ０２：０２．６� ４４４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７８６，５００円 複勝： ４３，８３８，２００円 枠連： １３，２９１，３００円

普通馬連： ４８，８４０，７００円 馬単： ４４，６２０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５９７，９００円

３連複： ６９，６１０，２００円 ３連単： １３０，８７６，０００円 計： ３９５，４６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（１－５） ５４０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １６０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ２，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２１７８６５ 的中 � ９４１７１（１番人気）
複勝票数 計 ４３８３８２ 的中 � ２４１９１１（１番人気）� ３１６４６（４番人気）� ７０９５４（２番人気）
枠連票数 計 １３２９１３ 的中 （１－５） １８４５７（２番人気）
普通馬連票数 計 ４８８４０７ 的中 �� ５５６８７（３番人気）
馬単票数 計 ４４６２０７ 的中 �� ３２５４６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５９７９ 的中 �� １８９４４（３番人気）�� ４６３６４（１番人気）�� １１３００（６番人気）
３連複票数 計 ６９６１０２ 的中 ��� ７５９４５（２番人気）
３連単票数 計１３０８７６０ 的中 ��� ３３９５７（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．１―３６．９―４９．７―１：０２．７―１：１５．９―１：２９．０―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．８
１
３
７－（３，１０）１６（４，９）１１，５，６（２，１３）（１２，１５）１，１４－８
７－（３，１０）（９，１６）（４，１１，５）（２，１）１４，１３，６－１２，１５－８

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

勝馬の
紹 介

メイショウエバモア �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．１５ 札幌６着

２００７．４．２９生 牡３芦 母 パ パ ゴ 母母 Passamaquoddy ８戦１勝 賞金 １１，０５０，０００円
〔騎手変更〕 タマモフルポケット号の騎手和田竜二は，第１日第７競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカグラス号・アールザフェーム号・ヤマニンジンジャー号は，平成２２年３月３１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。
（非当選馬） ２頭 デンゼルバローズ号・メイショウラリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０１５ ２月２８日 晴 稍重 （２２阪神１）第２日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１０時５５分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

２４ シャイニーナイト 牡３栗 ５６ 川田 将雅小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４６０± ０１：４９．７ ６．６�

４７ シルクアーネスト 牡３栗 ５６ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４６６± ０１：４９．８� １０．６�
５９ スマートフォーカス 牡３鹿 ５６ M．デムーロ大川 徹氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム ５００＋ ８ 〃 クビ ６．６�

（伊）

５１０ バンコジーロ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ８１：５０．０１� １０．４�

８１６ タイキエイワン 牝３黒鹿 ５４
５２ △国分 恭介�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５８＋ ６ 〃 アタマ ３５．８�
３６ � ビジュアルショック 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Hidetoshi

Yamamoto ４７４－１２ 〃 ハナ １６．１	
１２ ラフェクレール 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４１：５０．１クビ ５．１

６１２ コードゼット 牡３栗 ５６ 安藤 勝己前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－ ６１：５０．３１� ８．９�
１１ アスカクリチャン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ １３．６�
６１１ カネトシパサージュ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４６０－ ２１：５０．５１ ４．８
７１４ キョウワシャドー 牡３芦 ５６ 黒岩 悠�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４２６－ ６１：５１．１３� ３５６．９�
２３ シャイニーサンデー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４９２＋１０１：５１．７３� １１８．４�
３５ サチノフェイス 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦佐藤 幸彦氏 梅内 忍 浦河 日向牧場 ４７０－ ６１：５１．９１� ６６．０�
７１３ トウカイユニバース 牝３鹿 ５４ 幸 英明内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４５８－ ２１：５２．１１ ４２．８�
４８ ス パ ー ト ル 牝３鹿 ５４ 北村 友一�ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 市川フアーム ４５８－１６１：５２．３１� ３０．８�
８１５ エ ニ シ 牡３黒鹿 ５６

５４ △松山 弘平細川 益男氏 池江 泰郎 日高 待兼牧場 ４８６± ０１：５２．６１	 １７１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５５５，２００円 複勝： ４１，１５６，４００円 枠連： ２３，６１３，１００円

普通馬連： ６３，０６９，４００円 馬単： ４２，８１０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７７６，１００円

３連複： ９６，５２７，８００円 ３連単： １３３，６６９，９００円 計： ４５０，１７８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２３０円 � ３００円 � ２４０円 枠 連（２－４） ２，８９０円

普通馬連 �� ３，３４０円 馬 単 �� ６，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� １，０４０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ８，９５０円 ３ 連 単 ��� ５２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２１５５５２ 的中 � ２５７５７（４番人気）
複勝票数 計 ４１１５６４ 的中 � ５０８８８（３番人気）� ３４８６５（５番人気）� ４６７９３（４番人気）
枠連票数 計 ２３６１３１ 的中 （２－４） ６０３５（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６３０６９４ 的中 �� １３９７６（１７番人気）
馬単票数 計 ４２８１０１ 的中 �� ５０７８（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７７６１ 的中 �� ５９１４（１５番人気）�� ６６２３（１４番人気）�� ５５７３（１７番人気）
３連複票数 計 ９６５２７８ 的中 ��� ７９６４（４０番人気）
３連単票数 計１３３６６９９ 的中 ��� １８９３（１９９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．２―１２．６―１３．０―１２．７―１１．６―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．６―４８．２―１：０１．２―１：１３．９―１：２５．５―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３５．８
３ １６，８，４（３，７，１３）６（１０，１２）（２，５）１４，１（１１，１５）－９ ４ １６，８，４，７，１３（３，６，１０）（１４，１２）（２，５，１１，９）１－１５

勝馬の
紹 介

シャイニーナイト �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００９．１０．１０ 京都８着

２００７．３．１７生 牡３栗 母 スプリングネヴァー 母母 ネヴアーイチバン ７戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔騎手変更〕 サチノフェイス号の騎手和田竜二は，第１日第７競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 エイシンラッシャー号・スズカサクセス号・パントクラトール号・モリナリ号
※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。



０６０１６ ２月２８日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２２阪神１）第２日 第４競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２５分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２５．０良・良

７１２� タマモサプライズ �５鹿 ６０ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７８－ ４３：３０．３ １２．０�

２２ スリーラスカル 牡５黒鹿６０ 熊沢 重文永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４８２－ ２３：３０．８３ ９．１�
１１ � マックスチャンプ 牡９鹿 ６０ 高田 潤田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８８＋ ８３：３１．１１� ５０．３�
６９ バ シ ケ ー ン 牡５栗 ６０ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３８± ０３：３１．４２ ３．５�
５７ マーブルジーン 牡６黒鹿６２ 小坂 忠士下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４７８－ ６３：３１．９３ １６．６�
６１０ スプリングロック 牡５栗 ６０ 金子 光希加藤 春夫氏 成島 英春 様似 清水 誠一 ４３６－１０３：３２．０� ５８．３�
３４ メイショウチョイス 牡７鹿 ６０ 難波 剛健松本 好雄氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 ５６４－ ４ 〃 アタマ ２７．０	
３３ ナナヨーヒマワリ 牡９栗 ６０ 西谷 誠尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５２８± ０ 〃 クビ ２．７

４５ � タガノマスタング 牡７栗 ６０ 北沢 伸也八木 良司氏 小原伊佐美 浦河 広瀬 正昭 ４９８＋２２３：３２．１クビ １５．９�
５８ コウヨウウェーブ 牡６芦 ６３ 五十嵐雄祐寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４９８＋ ２３：３２．５２� １４．６�
８１３� メイショウコンボイ 牡６鹿 ６０ 出津 孝一松本 好雄氏 武 宏平 三石 本桐牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ １７９．０
４６ � ドールリヴィエール 牡６鹿 ６３ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 新冠 メイタイ牧場 ４９４＋１４３：３２．６クビ ２８．７�
８１４ マッキーケインズ 牡５栗 ６０ 高野 容輔薪浦 亨氏 梅田 康雄 早来 吉田 三郎 ４２２± ０３：３２．８１	 ９３．４�
７１１ マンノレーシング 牡７鹿 ６２ 金折 知則萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４７６＋１０ （競走中止） １１．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９４４，５００円 複勝： ２２，５９８，３００円 枠連： １７，７４１，２００円

普通馬連： ４６，７０３，６００円 馬単： ３８，０２７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５２４，４００円

３連複： ７０，９７３，８００円 ３連単： １０７，５６３，７００円 計： ３３９，０７６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３２０円 � ３８０円 � １，７７０円 枠 連（２－７） ２，１８０円

普通馬連 �� ４，６４０円 馬 単 �� ９，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４９０円 �� ８，２７０円 �� ４，９３０円

３ 連 複 ��� ８８，４８０円 ３ 連 単 ��� ４９３，０６０円

票 数

単勝票数 計 １５９４４５ 的中 � １０５２９（５番人気）
複勝票数 計 ２２５９８３ 的中 � ２０７６８（４番人気）� １６３３２（５番人気）� ２９２０（１２番人気）
枠連票数 計 １７７４１２ 的中 （２－７） ６０２５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４６７０３６ 的中 �� ７４３７（１８番人気）
馬単票数 計 ３８０２７４ 的中 �� ３０１０（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５２４４ 的中 �� ３３２６（１６番人気）�� ５７２（５９番人気）�� ９６６（４６番人気）
３連複票数 計 ７０９７３８ 的中 ��� ５９２（１６３番人気）
３連単票数 計１０７５６３７ 的中 ��� １６１（８９５番人気）

上り １マイル １：４５．４ ４F ５１．８－３F ３９．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 
→�→�→�」
�
�
１２－（８，１３）（２，９）（４，３）（５，７，１）－（６，１０）１４
１２－１３，２，８（５，９，１）３（７，４）（１０，６）１４

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

勝馬の
紹 介

�タマモサプライズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 カコイーシーズ

２００５．２．２７生 �５鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 障害：６戦２勝 賞金 ２７，０００，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ナナヨーヒマワリ号の騎手菊地昇吾は，第１日第４競走での落馬負傷のため西谷誠に変更。
〔競走中止〕 マンノレーシング号は，１周目８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アンクルトップ号・セレスケイ号・ニューヨーカー号・マッキーガリウム号
（非抽選馬） ４頭 ファストソニック号・プライドイズハート号・ブルーベレッタ号・ワイズタイクーン号



０６０１７ ２月２８日 曇 稍重 （２２阪神１）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時１５分 （芝・右・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

４７ スティルゴールド 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４８２ ―１：５０．８ ３．５�

２３ アカシックレコード 牡３鹿 ５６ 福永 祐一前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５５０ ― 〃 ハナ ３．７�
７１３� ランリョウオー 牡３黒鹿５４ 藤岡 佑介吉田 和美氏 橋田 満 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４５８ ―１：５１．０１� ４．８�
３４ ランドゴーカイ 牡３鹿 ５６

５４ △国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４６ ―１：５１．６３� １１２．３�
２２ ミッキーメロディ 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平三木 久史氏 中尾 秀正 浦河 金成吉田牧場 ４５４ ― 〃 クビ ４５．５�
３５ クリスティロマンス 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４４２ ― 〃 アタマ １３．５�
８１４ ヒシカツヒトリタビ 牡３芦 ５６ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ４９２ ―１：５１．７クビ ７１．２	
１１ アドマイヤシャープ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４ ―１：５１．８� ６．１

６１１ キングローズ 牡３青 ５６ 船曳 文士太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４５０ ―１：５１．９クビ ３４．５�
５９ � ロマンスアンダルザ 牝３鹿 ５４ M．デムーロ田所 英子氏 笹田 和秀 愛 Ms Eiko

Tadokoro ４８４ ― 〃 アタマ １４．２�
（伊）

６１０ ヤマニンビサージュ 牝３青 ５４ 吉田 豊土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４５０ ―１：５２．１１	 ６２．０
８１５ アッフィラータ 牡３黒鹿５６ 吉田 稔杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４６２ ―１：５２．２� ４３．６�

（愛知）

４６ エーラゴーデオ 牡３栗 ５６ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５８ ―１：５２．３� ４１．５�
５８ フリークジェンヌ 牝３鹿 ５４ 幸 英明吉永 清美氏 岡田 稲男 新ひだか 木下牧場 ４２６ ―１：５２．４� ８８．０�
７１２ ショウナンマガジン 牡３栗 ５６ 藤岡 康太国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 神垣 道弘 ４７６ ―１：５２．５� ３０．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２８，３００円 複勝： ２８，８６４，３００円 枠連： １６，７６５，８００円

普通馬連： ５５，１８４，７００円 馬単： ４４，７８６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０４５，７００円

３連複： ７６，２０８，６００円 ３連単： １１９，９０６，４００円 計： ３８６，５９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（２－４） ６６０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ３５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ５，５００円

票 数

単勝票数 計 ２１８２８３ 的中 � ５０３７２（１番人気）
複勝票数 計 ２８８６４３ 的中 � ５５７９１（２番人気）� ５７２８３（１番人気）� ４９４５１（３番人気）
枠連票数 計 １６７６５８ 的中 （２－４） １８７５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５１８４７ 的中 �� ５６０７４（１番人気）
馬単票数 計 ４４７８６２ 的中 �� ２１２１５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０４５７ 的中 �� ２０３７４（１番人気）�� １６２４７（２番人気）�� １５２３９（３番人気）
３連複票数 計 ７６２０８６ 的中 ��� ５４８５９（１番人気）
３連単票数 計１１９９０６４ 的中 ��� １６１０８（５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．０―１３．２―１３．３―１２．７―１１．６―１１．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．４―４９．６―１：０２．９―１：１５．６―１：２７．２―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３５．２
３ １１，１３，７（２，３）１４－９，５（４，１０）（６，８）（１，１２）－１５ ４ ・（１１，１３）７（２，３，１４）（５，９，１０）（４，８）６（１，１２）１５

勝馬の
紹 介

スティルゴールド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon 初出走

２００７．３．２６生 牡３黒鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０６０１８ ２月２８日 曇 重 （２２阪神１）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時４５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５９ � ナイトオブザオペラ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二 �オリオンファーム藤原 英昭 米 Ocala
Horses, LLC ４７４＋ ４１：１１．８ ３．８�

６１０ ゼンノベラーノ 牡３鹿 ５６ 角田 晃一大迫久美子氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：１２．２２� １４．７�
７１３� アイファーマーチス 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 恭介中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５０２－ ４１：１２．３� １８４．１�
６１１ エターナルロブロイ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５００－ ４ 〃 アタマ ３．１�
３５ グランデワイルド 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ２１：１２．４クビ １４．５�
３４ ケージーキングオー 牡３鹿 ５６ 幸 英明川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 ４９６± ０１：１２．５	 ６９．３�
１１ スコッツブラフ 牡３芦 ５６ 池添 謙一 	キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：１２．６クビ １３．５

２３ トイボックス 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４４４－１２１：１２．７	 １３．９�
５８ ランドタカラ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６６± ０１：１２．９１ １３．９�
２２ ホクセツキングオー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 ４８０－ ４１：１３．０� ４．１
７１２ オーミフォレスト 牡３栗 ５６ 田島 裕和岩� 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 清水 克則 ４７０± ０１：１３．５３ １７７．９�
８１４
 ショートエアリー 牝３鹿 ５４ 吉田 稔	ホースケア 山中 輝久 新ひだか 川端牧場 ４０６＋ １１：１３．６� ４３９．０�

（笠松） （愛知）

４７ トーコーブロンコ 牡３青鹿５６ 熊沢 重文森田 藤治氏 湯窪 幸雄 むかわ 市川牧場 ４７２－ ４１：１３．８１� ３７．０�
４６ 
 ヘイハチキング 牡３鹿 ５６ 岡部 誠伊藤 貴憲氏 原口 次夫 浦河 本巣 敦 ４６２± ０１：１４．２２� １６０．１�

（愛知） （愛知）

８１５� エイティスパシーバ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士前田 篤久氏 武 宏平 新冠 中本牧場 ４２２－ ６１：１６．４大差 ４８１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，９０３，２００円 複勝： ３９，６６４，９００円 枠連： １９，９８８，７００円

普通馬連： ６７，９７４，２００円 馬単： ４７，６２９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９５３，１００円

３連複： ９３，７３８，６００円 ３連単： １４９，０５２，６００円 計： ４７０，９０５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ４９０円 � ２，７７０円 枠 連（５－６） ４２０円

普通馬連 �� ４，０７０円 馬 単 �� ６，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� ６，０４０円 �� １４，４２０円

３ 連 複 ��� ９２，８６０円 ３ 連 単 ��� ３８３，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２５９０３２ 的中 � ５４５２１（２番人気）
複勝票数 計 ３９６６４９ 的中 � ７９６７１（２番人気）� １９４６０（８番人気）� ２９３７（１１番人気）
枠連票数 計 １９９８８７ 的中 （５－６） ３５７８６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６７９７４２ 的中 �� １２３３９（１７番人気）
馬単票数 計 ４７６２９８ 的中 �� ５６６２（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９５３１ 的中 �� ５６７４（１７番人気）�� １０８２（３９番人気）�� ４５０（５９番人気）
３連複票数 計 ９３７３８６ 的中 ��� ７４５（１３３番人気）
３連単票数 計１４９０５２６ 的中 ��� ２８７（６５４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．６―１２．２―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．７―４６．９―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナイトオブザオペラ �
�
父 A.P. Indy �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００９．９．１２ 阪神４着

２００７．３．２９生 牝３黒鹿 母 Jena Jena 母母 With a Wink ４戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイティスパシーバ号は，平成２２年３月３１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ホープホーマン号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 オメガブルーグラス号・ピサロナイト号・マイネルパシュクル号・ミッキーデジタル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０１９ ２月２８日 曇 重 （２２阪神１）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１２� キングオブヘイロー 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４９２＋ ５１：５２．８ ５．８�

５９ トゥルーボーン 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 ４８６－１８１：５３．４３� ８４．７�
７１３ メイショウロッコー 牡４栗 ５６ 角田 晃一松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５０４± ０１：５３．５クビ １０．１�
６１１	 メダリアビート 牡４黒鹿５６ 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. ４６２－ ６ 〃 クビ １．５�
３６ ガ リ ア ー ノ 牡４栗 ５６ 池添 謙一 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：５３．６
 ２３．７�
２３ コンヴィヴィオ 牡５栗 ５７

５５ △国分 恭介 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８２－ ４１：５３．７
 １８．４�
１２ ナムラハーン 牡５鹿 ５７ 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９４－１８１：５３．８クビ １６６．２	
４７ タムロチェスト 牡５栗 ５７ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４６２－１２１：５４．１１
 １５．９

８１５	 マルブツセンター 牡６栗 ５７ 小牧 太大澤 毅氏 白井 寿昭 米

G. Watts Hum-
phrey Jr. & Lou-
ise I. Humphrey

B４７６－ ６１：５４．２クビ １４．８�
３５ レ ジ ア ス 牡５青鹿５７ 川島 信二前田 晋二氏 宮本 博 新冠 平山牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ ６６．１�
８１６ マルブツファイン 牡５青鹿５７ 吉田 稔大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 細道牧場 ５１０＋１６ 〃 クビ １６９．５

（愛知）

１１ 	 フィールドウイナー 牡６鹿 ５７ 幸 英明地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-
ton Stud ５２２－ ４１：５４．５１
 １４４．８�

２４ レッドブリッツァー 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４７６＋１０１：５４．６� ８５．１�
４８ トムウィンズ 牡５芦 ５７ 吉田 豊半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４７６＋ ２１：５４．７クビ ４５．８�
５１０ ゴールデンシャイン 牡６鹿 ５７

５５ △松山 弘平�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４８６± ０１：５４．８
 １１５．７�
７１４� マヤノフウジン �４栗 ５６ 岡部 誠田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４６４－ ４１：５５．４３� １９８．７�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，８１２，５００円 複勝： ８９，２６５，８００円 枠連： ２３，９２３，０００円

普通馬連： ８３，１１２，１００円 馬単： ６６，１３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，７３６，６００円

３連複： １０３，７３２，３００円 ３連単： ２０２，１８６，８００円 計： ６３０，９０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ４４０円 � ３，４２０円 � ７６０円 枠 連（５－６） ２，０９０円

普通馬連 �� １９，８９０円 馬 単 �� ２３，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，９００円 �� １，０３０円 �� ６，１９０円

３ 連 複 ��� ６３，０１０円 ３ 連 単 ��� ３４８，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３０８１２５ 的中 � ４２２００（２番人気）
複勝票数 計 ８９２６５８ 的中 � ５９０８８（２番人気）� ６３１０（１０番人気）� ３０９２３（４番人気）
枠連票数 計 ２３９２３０ 的中 （５－６） ８４８２（７番人気）
普通馬連票数 計 ８３１１２１ 的中 �� ３０８４（３２番人気）
馬単票数 計 ６６１３６７ 的中 �� ２０４０（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１７３６６ 的中 �� １５６４（３８番人気）�� ７９１６（８番人気）�� １２３４（４６番人気）
３連複票数 計１０３７３２３ 的中 ��� １２１５（１１４番人気）
３連単票数 計２０２１８６８ 的中 ��� ４２８（５８３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１３．５―１３．２―１２．３―１２．０―１２．３―１２．１―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３７．４―５０．６―１：０２．９―１：１４．９―１：２７．２―１：３９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キングオブヘイロー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ナリタブライアン

２００６．５．７生 牡４鹿 母 エクシードワン 母母 オーパスワン ５戦１勝 賞金 １２，６００，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 マヤノフウジン号の騎手和田竜二は，第１日第７競走での落馬負傷のため岡部誠に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０２０ ２月２８日 曇 稍重 （２２阪神１）第２日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

５９ ケンブリッジエル 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ５０４＋ ２１：２２．４ ６．１�

５１０ スプリングアウェク 牝４黒鹿５５ 池添 謙一ポリッシュホースメイト荒川 義之 三石 タツヤファーム ４５４－ ８ 〃 ハナ ６０．７�
２４ マイネルクラッチ 牡６鹿 ５７ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ５００± ０ 〃 アタマ ４．１�
６１２� フレッドバローズ �４鹿 ５７ 角田 晃一猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５０４－ ２１：２２．７１	 ３．７�
３６ ユ メ イ ッ ポ 牝５栗 ５５ 岡部 誠昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９８± ０１：２２．８
 ４２．５�

（愛知）

６１１ ビ ン チ ェ ロ 牡６黒鹿５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７２－ ４１：２２．９	 ８．１	
４８ メイショウローラン 牡５鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４６８－ ４１：２３．０クビ ３５．３

７１３ カレンナサクラ 牝６栗 ５５ 吉田 稔北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ２５．７�

（愛知）

２３ � ハマノモナーク 牡５黒鹿５７ 渡辺 薫彦浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４６６± ０１：２３．１クビ １２５．０�
４７ � ミゼリコルデ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一吉田 和子氏 音無 秀孝 英 Meon Val-

ley Stud ５０８± ０ 〃 アタマ １２．５
１２ メイショウバレーヌ 牝６栗 ５５

５３ △国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ７７．４�
７１４� トップオブピーコイ 牡４青鹿５７ 北村 友一横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４８０－ ２ 〃 クビ ２７．５�
８１５ マルサンテクニカル 牡６鹿 ５７

５４ ▲大下 智松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４８２－ ４ 〃 同着 ８７．６�
３５ プリンセスペスカ 牝４栗 ５５ 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４６０－ ２１：２３．２クビ ４７．２�
１１ ピースピース 牡４鹿 ５７ M．デムーロ��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４６０± ０１：２３．３	 ５．６�

（伊）

８１６ ウ ス イ 牝７鹿 ５５ 藤岡 佑介中村 政勝氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４７６＋ ６１：２４．４７ １５９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，１４９，８００円 複勝： ５２，２１７，１００円 枠連： ３０，９１９，９００円

普通馬連： １０１，３６４，８００円 馬単： ６８，１９１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，０２２，６００円

３連複： １４０，１１２，６００円 ３連単： ２３６，８１１，９００円 計： ７０４，７９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２１０円 � ９７０円 � １７０円 枠 連（５－５） １１，４６０円

普通馬連 �� １３，２２０円 馬 単 �� ２４，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２００円 �� ５１０円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� １８，３３０円 ３ 連 単 ��� １２８，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３３１４９８ 的中 � ４３１２８（４番人気）
複勝票数 計 ５２２１７１ 的中 � ７１９４９（３番人気）� １０３７７（１１番人気）� ９７４３７（１番人気）
枠連票数 計 ３０９１９９ 的中 （５－５） １９９２（２６番人気）
普通馬連票数 計１０１３６４８ 的中 �� ５６６１（３９番人気）
馬単票数 計 ６８１９１５ 的中 �� ２０５２（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２０２２６ 的中 �� ３０９０（３９番人気）�� ２２２９９（３番人気）�� ３３５２（３４番人気）
３連複票数 計１４０１１２６ 的中 ��� ５６４２（５６番人気）
３連単票数 計２３６８１１９ 的中 ��� １３６５（３５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．２―４６．９―５８．９―１：１０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．５
３ ４，１０（６，１１）１６（９，１２）１４（２，８）（７，１３）３（１，１５）５ ４ ４，１０，１１（６，１６）（９，１２）１４（２，８，１３）７（５，３）（１，１５）

勝馬の
紹 介

ケンブリッジエル �
�
父 エイシンプレストン �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．９．２８ 阪神５着

２００６．５．２生 牡４黒鹿 母 セイントセーラ 母母 マ ラ ブ ー ２２戦３勝 賞金 ５８，９０６，０００円
〔騎手変更〕 マイネルクラッチ号の騎手和田竜二は，第１日第７競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
※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。
（非抽選馬） １頭 ヒシロイヤル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０６０２１ ２月２８日 曇 稍重 （２２阪神１）第２日 第９競走 ��
��２，２００�すみれステークス

発走１４時２５分 （芝・右）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

２２ レッドスパークル 牡３栗 ５６ 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４７２－ ２２：１８．２ ２．４�

３３ ミカエルビスティー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４ 〃 クビ ４．６�
５５ メイショウウズシオ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６８－１４２：１８．５１� １５．９�
６６ コスモエンペラー 牡３栗 ５６ M．デムーロ �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 ４８６－ ６ 〃 アタマ ３．６�

（伊）

７７ タガノエリザベート 牝３黒鹿５５ 川田 将雅八木 昌司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０＋ ６２：１８．６クビ ５．２�

４４ テーオーケンジャ 牡３栗 ５６ 幸 英明小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ４８８－ ６２：１８．９１� ２７．７�
８８ ドリームマジシャン 牡３青鹿５６ 角田 晃一セゾンレースホース	 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４７０－ ８２：１９．０� ２２．７

１１ 	 カットイッタウト 牡３栗 ５６ 吉田 稔平井 裕氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 ４２０＋ ４ 〃 クビ １２２．８�

（愛知）

（８頭）

売 得 金

単勝： ４３，２７９，１００円 複勝： ７７，７８９，９００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １２０，２４８，９００円 馬単： ９７，８０３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，４０５，６００円

３連複： １３０，１３５，９００円 ３連単： ４２４，０３９，９００円 計： ９２９，７０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２９０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４９０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ３，６４０円

票 数

単勝票数 計 ４３２７９１ 的中 � １４４６６５（１番人気）
複勝票数 計 ７７７８９９ 的中 � ３８０６５２（１番人気）� １２０５５０（２番人気）� ３４７５４（５番人気）
普通馬連票数 計１２０２４８９ 的中 �� ２０６００１（２番人気）
馬単票数 計 ９７８０３７ 的中 �� １０６８９３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６４０５６ 的中 �� ６２２０４（２番人気）�� １６４５９（７番人気）�� １１３８７（９番人気）
３連複票数 計１３０１３５９ 的中 ��� ７５８７１（４番人気）
３連単票数 計４２４０３９９ 的中 ��� ８６０９９（１３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１１．９―１３．５―１３．７―１３．４―１３．３―１２．８―１２．１―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２４．４―３６．３―４９．８―１：０３．５―１：１６．９―１：３０．２―１：４３．０―１：５５．１―２：０６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．２
１
３
５（４，６）（２，７）（１，３）－８
５，６（４，２，７）３，１，８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドスパークル �

父 ニューイングランド �


母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．７．１１ 札幌５着

２００７．５．２２生 牡３栗 母 クリスタルコーラル 母母 ロングバージン ８戦２勝 賞金 ４６，９３０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０６０２２ ２月２８日 曇 重 （２２阪神１）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�なにわステークス

発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

２２ マルカベンチャー 牡４栗 ５７ 安藤 勝己河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：１１．４ １．９�

１１ マハーバリプラム 牝５青 ５５ 川田 将雅吉田 勝己氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７６－ ４１：１１．５� ５．１�
６７ メ ガ リ ス 牡６黒鹿５７ 石橋 守 �社台レースホース宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２－ ４１：１１．６クビ １９．４�
７９ � ヒシアカデミー 牡４青鹿５７ 太宰 啓介阿部雅一郎氏 河内 洋 米

Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５０８－ ４ 〃 アタマ １２．７�
８１１ メイショウセンゴク 牡５栗 ５７ 幸 英明松本 好雄氏 武田 博 様似 猿倉牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ２２．１�
３３ � ケイアイプラウド 牡５栗 ５７ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Pamela Ridley

& Kim Ridley ４９４＋ ２１：１１．８１	 １４．３	
８１０� セレスダイナミック 
７黒鹿５７ 福永 祐一岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４９４－ ４１：１２．０１ ３８．７

６６ � ウォーターバロン 牡９黒鹿５７ 武 幸四郎山岡 良一氏 須貝 尚介 米 Kotaro

Tanaka ５００± ０１：１２．１� ８８．５�
７８ リボンノキシ 牝６青 ５５ 安藤 光彰森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ ８３．５�
４４ � ド ス ラ イ ス 牡４栗 ５７ M．デムーロ小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC ５３２＋ ８１：１２．９５ ４．７
（伊）

５５ �� グローリータンゴ 牡４栗 ５６ 吉田 稔榮 義則氏 森 秀行 亜 De la Pomme ４７０－ ２１：１３．４３ ２６８．３�
（愛知）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４８，９５２，９００円 複勝： ７１，８６８，２００円 枠連： ３２，５６２，１００円

普通馬連： １５１，７７４，３００円 馬単： １１９，１００，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，６４６，０００円

３連複： １８３，４０５，６００円 ３連単： ４８５，００４，２００円 計： １，１４１，３１４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（１－２） ３７０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５４０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� ４，９００円

票 数

単勝票数 計 ４８９５２９ 的中 � ２１３８４７（１番人気）
複勝票数 計 ７１８６８２ 的中 � ３３１２１９（１番人気）� １０９７６５（２番人気）� ３６３１９（６番人気）
枠連票数 計 ３２５６２１ 的中 （１－２） ６６３２４（１番人気）
普通馬連票数 計１５１７７４３ 的中 �� ３０９８１４（１番人気）
馬単票数 計１１９１００８ 的中 �� １５７６４３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８６４６０ 的中 �� ７６３５９（１番人気）�� １９９８６（６番人気）�� １２２１９（１２番人気）
３連複票数 計１８３４０５６ 的中 ��� ６９４４２（７番人気）
３連単票数 計４８５００４２ 的中 ��� ７３１０１（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１２．１―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．１―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．４
３ ９，８（４，１０）（６，１１）（１，２，７）－３－５ ４ ９，８（４，１０）（１，１１）（６，２，７）３－５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マルカベンチャー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００９．１．４ 京都５着

２００６．３．１６生 牡４栗 母 ランフォアロージス 母母 ロージズフオアママ １２戦４勝 賞金 ５４，６４５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０６０２３ ２月２８日 曇 良 （２２阪神１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第５４回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２１．２．２８以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�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２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２１．２．２７以前の
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（ただし２歳時の成績を除く）

阪急電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６７２，０００円 １９２，０００円 ９６，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

１２ � エーシンフォワード 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４８０＋ ２１：２１．４ ４．４�

２４ ワンカラット 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５０８－ ４１：２１．６１� １６．３�
３６ サ ン カ ル ロ 牡４黒鹿５８ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ２ 〃 ハナ ２０．４�
５１０ トライアンフマーチ 牡４鹿 ５６ M．デムーロ �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：２１．８１	 ４．４�

（伊）

７１４ テイエムアタック 牡６栗 ５６ 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ５０６＋ ４１：２１．９� ６９．２�
６１２ トウショウカレッジ 牡８鹿 ５６ 川田 将雅トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５５２＋ ４１：２２．０クビ ３０．５	
２３ ビービーガルダン 牡６青鹿５７ 安藤 勝己�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B４９８－ ６ 〃 クビ ２．４

６１１ グッドキララ 牡６鹿 ５６ 四位 洋文杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５３８＋ ６１：２２．１クビ ８４．７�
８１６ ダイシングロウ 牡６黒鹿５６ 藤岡 康太大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５１０＋ ６１：２２．２
 ４８．１�
１１ ヘッドライナー �６鹿 ５６ 酒井 学 �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 ４９６－ ２１：２２．３クビ ２９．０
８１５ タマモナイスプレイ 牡５黒鹿５６ 熊沢 重文タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８２－ ２１：２２．５１	 １０９．８�
７１３ ラインブラッド 牡４栗 ５６ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０２－ ２１：２２．７１	 １５．９�
４８ アーバンストリート 牡６芦 ５６ 上村 洋行後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５６－ ２１：２２．８� ２７１．２�
４７ ファルカタリア 牡６栗 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９８－ ２１：２３．２２� ６０．８�
３５ マイケルバローズ 牡９鹿 ５６ 角田 晃一猪熊 広次氏 藤沢 則雄 様似 �村 伸一 ５００－ ２１：２３．３
 １７．２�
５９ ヤマニンエマイユ 牝７鹿 ５４ 吉田 稔土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４７６＋１２１：２３．８３ １０８．３�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５４，９２７，３００円 複勝： ２１１，７８１，１００円 枠連： １３７，７２９，９００円

普通馬連： ７１６，０９９，７００円 馬単： ４３６，０７４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９８，０１３，１００円

３連複： ９４９，８２６，８００円 ３連単： ２，０８２，６４９，４００円 計： ４，８８７，１０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ４５０円 � ５６０円 枠 連（１－２） ４６０円

普通馬連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� １，０８０円 �� ３，１２０円

３ 連 複 ��� １１，５７０円 ３ 連 単 ��� ４８，６４０円

票 数

単勝票数 計１５４９２７３ 的中 � ２８１２０４（２番人気）
複勝票数 計２１１７８１１ 的中 � ３８６６１５（２番人気）� １１０４９８（４番人気）� ８５４６３（６番人気）
枠連票数 計１３７７２９９ 的中 （１－２） ２２４０５４（１番人気）
普通馬連票数 計７１６０９９７ 的中 �� １９１２４６（７番人気）
馬単票数 計４３６０７４９ 的中 �� ７１３７６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９８０１３１ 的中 �� ４８１１２（８番人気）�� ４５７５９（９番人気）�� １５１５５（３１番人気）
３連複票数 計９４９８２６８ 的中 ��� ６０６２０（３４番人気）
３連単票数 計２０８２６４９４ 的中 ��� ３１６０２（１２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．０―４６．２―５７．５―１：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．２
３ １（３，１０，１５）２，４（５，１３）（６，１４）１６（７，９，１２）－（８，１１） ４ ・（１，３）（１０，１５）（２，４）－（５，１３）（６，１４）（１２，１６）（７，９）１１－８

勝馬の
紹 介

�エーシンフォワード �
�
父 Forest Wildcat �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２００７．１０．８ 京都１着

２００５．２．１６生 牡５鹿 母 Wake Up Kiss 母母 Good Morning Smile １８戦５勝 賞金 １６０，１１３，０００円
〔騎手変更〕 テイエムアタック号の騎手和田竜二は，第１日第７競走での落馬負傷のため太宰啓介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１５頭 アグネストレジャー号・オースミダイドウ号・カリオンツリー号・キングトップガン号・ゼットフラッシュ号・

セントラルコースト号・タガノエクリプス号・ナイアガラ号・ハギノトリオンフォ号・ファリダット号・
フライングアップル号・マチカネオーラ号・モンテクリスエス号・ユウキタイティ号・リクエストソング号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０６０２４ ２月２８日 曇 重 （２２阪神１）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

６１０ ピエナポパイ 牡５栗 ５７ 幸 英明本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ５０２－ ４１：５２．９ ７．７�

４７ アドマイヤシャトル 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６２－１０１：５３．０� ３．８�
１１ トーセンスターン 牡５鹿 ５７ M．デムーロ島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５６－ ６ 〃 クビ ４．６�

（伊）

５９ スズカフレーム 牡４栗 ５６ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８２－ ６１：５３．５３ ９．２�
２２ ヤマノローラ 牝４黒鹿５４ 福永 祐一山泉 恵宥氏 領家 政蔵 新冠 佐藤 信広 ４８２－ ２１：５３．８１� ２８．０�
８１５ カタンジャレ 牡４栗 ５６ 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 新ひだか 酒井 静男 ５１０－ ４１：５３．９� ８７．４�
８１４ オウケンマジック 牡４鹿 ５６ 小牧 太福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ １１．１	
６１１ エプソムスタウト 牡６鹿 ５７ 岡部 誠 
ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４９２＋１４１：５４．０� ３１１．１�
（愛知）

３５ 	 トップジャイアンツ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 山内 研二 豪
Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

４８８－ ６ 〃 アタマ ３．５�
３４ バトルブリンディス 牡５青鹿５７ 川島 信二宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４６６＋ ２１：５４．１クビ ２１．０
４６ バイオレントナイト 牡４鹿 ５６

５４ △松山 弘平�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４３８－ ６１：５４．２� ２６．７�
２３ シゲルダイセン 牡４鹿 ５６ 北村 友一森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４６８－１２１：５４．３� １２３．０�
７１２
 ニッシンテースト 牡８鹿 ５７

５４ ▲大下 智星野 清�氏 梅内 忍 浦河 バンダム牧場 ５５４－ ２１：５４．９３� ２３３．０�
５８ マイグローリアス 牡８芦 ５７ 長谷川浩大五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５２２－ ２１：５５．０クビ １１９．５�
７１３	 リスペクトキャット 牡４黒鹿 ５６

５４ △国分 恭介吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Brushwood
Stable ４９０－ ８１：５７．７大差 １００．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５３，４１５，９００円 複勝： ７７，５４８，１００円 枠連： ４７，５８３，１００円

普通馬連： ２０５，８８６，５００円 馬単： １２７，３８４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，６３８，５００円

３連複： ２５８，１４０，５００円 ３連単： ５３０，７０９，２００円 計： １，３６６，３０６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（４－６） １，５５０円

普通馬連 �� １，７９０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ６３０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� １６，０１０円

票 数

単勝票数 計 ５３４１５９ 的中 � ５５０４５（４番人気）
複勝票数 計 ７７５４８１ 的中 � ８４２５５（４番人気）� １５６７１４（２番人気）� １１５５６９（３番人気）
枠連票数 計 ４７５８３１ 的中 （４－６） ２２７７６（６番人気）
普通馬連票数 計２０５８８６５ 的中 �� ８４９８１（６番人気）
馬単票数 計１２７３８４８ 的中 �� ２３１２８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５６３８５ 的中 �� ２３６９０（７番人気）�� ２４７３２（６番人気）�� ５０６０１（２番人気）
３連複票数 計２５８１４０５ 的中 ��� ９０６０４（４番人気）
３連単票数 計５３０７０９２ 的中 ��� ２４４６８（４１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１３．７―１３．２―１３．１―１２．６―１２．４―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３７．３―５０．５―１：０３．６―１：１６．２―１：２８．６―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．７
１
３
１４（５，１３）１５（６，８）（１１，１２）４（９，１０）２，７－１，３
１４，５（６，１３，１５）（８，７）（４，９，１１，１０）１２，１，２－３

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

勝馬の
紹 介

ピエナポパイ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００７．７．１６ 小倉３着

２００５．３．９生 牡５栗 母 フューチャハッピー 母母 タイセイカグラ ２６戦４勝 賞金 ７０，２６１，０００円
〔騎手変更〕 カタンジャレ号の騎手和田竜二は，第１日第７競走での落馬負傷のため熊沢重文に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２２阪神１）第２日 ２月２８日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２８２，１７０，０００円
８，３２０，０００円
２４，１６０，０００円
１，６３０，０００円
２７，９００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，６５８，０００円
５，４７０，８００円
１，７２２，６００円

勝馬投票券売得金
４９３，４１３，７００円
７９８，８８８，６００円
３７７，１１７，１００円
１，７０９，２４４，９００円
１，１７５，４９５，６００円
５６５，８０２，６００円
２，２４８，０１７，２００円
４，７３１，０７３，７００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 １２，０９９，０５３，４００円

総入場人員 ２１，５０６名 （有料入場人員 ２０，５８５名）




