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０６０１３ ２月２７日 晴 良 （２３阪神１）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

４８ ナガラダンディ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己長良レーシングクラブ 小原伊佐美 浦河トラストスリーファーム ４９２－ ２１：１４．４ ３．６�

４７ サクセスリアン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４３４－ ４１：１４．５� ４．０�

２４ カネトシファイター 牡３栗 ５６ 福永 祐一兼松 利男氏 野村 彰彦 日高 新井 弘幸 ４６０＋ ２ 〃 クビ １２．６�
８１６ エーシンリボルバー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社

吉田ファーム ５１４－ ２１：１４．８２ １３２．２�
３５ ラブギムレー 牝３青鹿５４ 安部 幸夫増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 ４３０－ ４１：１５．２２� ７９．３�

（愛知）

５９ ケイエスキングオー 牡３鹿 ５６ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４３０－ ６１：１５．３クビ １８．６�
７１４ ファイアアロー 牡３黒鹿５６ 吉田 稔吉田 和美氏 吉田 直弘 新ひだか 前川 勇 ４４４± ０１：１５．５１� ２．８	

（愛知）

３６ メイショウゴモン 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 三嶋牧場 ４９６＋ ６１：１５．６� ２８６．８

２３ ブルボンノキセキ 牡３鹿 ５６ 中村 将之國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４６０－１０ 〃 ハナ ９６．８�
６１２ ハイエストバイオ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 ５００－ ２ 〃 アタマ １２３．３�
８１５ ワンダーゴヴェルノ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４３４－ ４ 〃 同着 １７．５
６１１ ユウキビバボーイ 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作ちきり組合 梅田 康雄 日高 日西牧場 ４６８－１２ 〃 ハナ ７３．２�
１２ ノブアルコバレーノ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二前田 亘輝氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４７６－ １１：１５．７� １６１．５�
１１ ダンツソレイユ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４８２－ ２１：１５．９１� ９．１�
５１０ マイネルスフィア 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B４２０－１０１：１６．２１� １６３．２�
７１３ シ ュ ン ラ イ 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 ５３６＋ ２１：１６．５１� ４３６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，５００，５００円 複勝： ２３，８１８，７００円 枠連： １３，７７５，６００円

普通馬連： ３８，３７７，０００円 馬単： ２７，３２８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０７７，０００円

３連複： ６０，６７０，７００円 ３連単： ９６，１９６，７００円 計： ２９１，７４４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ２９０円 枠 連（４－４） ８３０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ６８０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� ８，８３０円

票 数

単勝票数 計 １３５００５ 的中 � ２９７５１（２番人気）
複勝票数 計 ２３８１８７ 的中 � ４４４０７（２番人気）� ４３８４１（３番人気）� １７５４１（５番人気）
枠連票数 計 １３７７５６ 的中 （４－４） １２３３７（２番人気）
普通馬連票数 計 ３８３７７０ 的中 �� ３７６５６（３番人気）
馬単票数 計 ２７３２８４ 的中 �� １３８８５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０７７０ 的中 �� １６７２２（２番人気）�� ６１３９（１０番人気）�� ７２６９（７番人気）
３連複票数 計 ６０６７０７ 的中 ��� １９８７３（７番人気）
３連単票数 計 ９６１９６７ 的中 ��� ８０４４（１９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．５―１２．７―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．９―３６．４―４９．１―１：０１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナガラダンディ �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．１．２９ 京都４着

２００８．４．５生 牡３栗 母 レイナレイナ 母母 ウインウインウイン ２戦１勝 賞金 ５，９８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※エーシンリボルバー号・ブルボンノキセキ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。

０６０１４ ２月２７日 晴 良 （２３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３０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

７１４ メイショウクロオビ 牡３青鹿５６ 川田 将雅松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 ４７０± ０１：５６．０ ２．１�

５９ メイショウスピード 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５２－ ４１：５６．６３� ３２９．６�

４７ エルヴィスバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４７６＋ ２１：５７．１３ ２．７�

６１２ シルクジェネラーレ 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ ８１．２�

４８ ダノンクルソラ �３鹿 ５６ 熊沢 重文�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B４８６－１０１：５７．２� ９４．０�
６１１ テンシノイツル 牡３黒鹿５６ 中村 将之杉谷 桝夫氏 田所 秀孝 新冠 ラツキー牧場 ４４４－ ４ 〃 アタマ ２１．８	
１１ スガノテシオ 牡３黒鹿５６ 吉田 稔
テシオ 矢野 英一 日高 サンシャイン

牧場 B４７４－ ６１：５７．３� １４．２�
（愛知）

５１０ アストロボーイ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三山上 和良氏 田島 良保 新冠 新冠伊藤牧場 ４８０－１２１：５７．５１ ７．２�
３５ イ キ ナ ヤ ツ 牡３栗 ５６ 吉田 豊北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４６４－ ８１：５７．８１� １７．２
１２ フォレストリーダー 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介小野 博郷氏 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 ４６８－ ４ 〃 ハナ ３０．３�
８１６ プロパティー 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 山際 智 B４５４－ ６１：５８．０１� ６６１．２�

（愛知）

２４ サンレイデューク 牡３鹿 ５６ 幸 英明永井 啓弍氏 高橋 成忠 新ひだか 岡野牧場 ４４６－ ８１：５８．４２� ２０３．６�
８１５ カネトシパシュート 牡３栗 ５６ 秋山真一郎兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８８－ ８１：５８．５� ２０６．５�
２３ クリノマドンナ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 山野牧場 ４３４－ ４１：５９．４５ １０２．３�
７１３	 コスモマローネ 牝３栗 ５２ 中谷 雄太 
ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新

A J Cook &
Rich Hill Thor-
oughbreds Ltd

４２８＋ ６１：５９．９３ １７６．０�
３６ サトノスティンガー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太里見 治氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 B４５４－ ４２：０２．１大差 ２５３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，５１４，１００円 複勝： ２８，６９９，０００円 枠連： １３，００２，５００円

普通馬連： ４１，１１３，０００円 馬単： ３２，２６５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９０４，６００円

３連複： ５８，９５１，８００円 ３連単： １１１，１９９，１００円 計： ３２０，６４９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２，４８０円 � １１０円 枠 連（５－７） １，１４０円

普通馬連 �� ３９，８８０円 馬 単 �� ６３，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，２１０円 �� １２０円 �� ８，３７０円

３ 連 複 ��� １８，３４０円 ３ 連 単 ��� １７５，７３０円

票 数

単勝票数 計 １４５１４１ 的中 � ５５２０２（１番人気）
複勝票数 計 ２８６９９０ 的中 � １１０２６２（１番人気）� １１０６（１４番人気）� ８７０７６（２番人気）
枠連票数 計 １３００２５ 的中 （５－７） ８４５４（３番人気）
普通馬連票数 計 ４１１１３０ 的中 �� ７６１（３５番人気）
馬単票数 計 ３２２６５８ 的中 �� ３７８（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９０４６ 的中 �� ４５８（４３番人気）�� ７５４３７（１番人気）�� ３９４（４７番人気）
３連複票数 計 ５８９５１８ 的中 ��� ２３７３（３３番人気）
３連単票数 計１１１１９９１ 的中 ��� ４６７（２７９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１４．２―１３．０―１３．２―１３．０―１２．７―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３８．８―５１．８―１：０５．０―１：１８．０―１：３０．７―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．０
１
３
９（１２，１４）７（３，１１）１０（１，６，１３）（１５，８）５－４－２，１６
９（１２，１４）（７，１１）（３，１０）－（１，６，１３）（５，１５，８）（４，２）１６

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

勝馬の
紹 介

メイショウクロオビ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Creek デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神６着

２００８．３．７生 牡３青鹿 母 スイートストームクリーク 母母 Miss Angel Too ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔制裁〕 スガノテシオ号の騎手吉田稔は，後検量に遅れたことについて過怠金３０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノスティンガー号は，平成２３年３月２７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） １頭 ライブリユラナス号
（非抽選馬） １頭 プレナス号
※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。

第１回　阪神競馬　第２日



０６０１５ ２月２７日 晴 良 （２３阪神１）第２日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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

８１６ カレンミロティック 牡３栗 ５６ U．リスポリ鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：４８．６ ４．４�
（伊）

４７ マコトサンパギータ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４４２＋ ２１：４８．８１ ４．６�
２３ ゴールデングローブ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４４－ ２ 〃 クビ １２．６�
１１ オーシャンビーナス 牝３栗 ５４ 池添 謙一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２ 〃 ハナ ２．９�
１２ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ５０８－ ４１：４９．２２� １３．０�
５９ ゴールドルースター 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２１：４９．４１� ５１．９�
８１５ ネオザウイナー 牡３青鹿５６ 藤田 伸二小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ２ 〃 アタマ １２．６�
３５ ブルースビスティー 牡３鹿 ５６ 吉田 稔備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４６４＋ ４１：４９．５� １７．７	

（愛知）

６１２ アドマイヤエレノア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４０６－ ６１：４９．６� ２１．２

４８ チャーミングダンス 牝３青鹿５４ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか ケイアイファーム ４６２－ ４１：４９．７クビ １３．１�
７１４ フィールザライト 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作櫻井 正氏 田中 章博 むかわ 平岡牧場 ４２２－１０１：４９．９１� ２９２．２
７１３ ディアアプローズ 牝３鹿 ５４ 幸 英明�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８＋ ６１：５０．３２� ５８．７�
５１０ トップシュール 牡３黒鹿５６ 安部 幸夫�コオロ 境 直行 新ひだか 聖心台牧場 ４０４＋ ２１：５０．７２� ４８６．９�

（愛知）

３６ ジャングルウィップ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士岩� 僖澄氏 田島 良保 浦河 三枝牧場 ４１０± ０１：５１．０１� ６６８．７�
２４ サツマガイア 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史蛭川 年明氏 鈴木 孝志 浦河 カナイシスタッド ４２４－１２１：５１．２１� ７６７．６�
６１１ テイエムメガヒット 牡３栗 ５６ 熊沢 重文竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 パカパカ

ファーム ５０２＋ ８１：５８．５大差 ６２９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０９１，８００円 複勝： ３３，６８７，０００円 枠連： １５，４２８，２００円

普通馬連： ４８，５８６，６００円 馬単： ３１，５０３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３４０，７００円

３連複： ７０，０８５，３００円 ３連単： １０６，２６５，３００円 計： ３４７，９８８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ３１０円 枠 連（４－８） ６００円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １，１４０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ４，６２０円 ３ 連 単 ��� ２１，５９０円

票 数

単勝票数 計 １９０９１８ 的中 � ３４７８４（２番人気）
複勝票数 計 ３３６８７０ 的中 � ５８１１３（３番人気）� ６０５５１（２番人気）� ２３１３８（５番人気）
枠連票数 計 １５４２８２ 的中 （４－８） １９１６７（３番人気）
普通馬連票数 計 ４８５８６６ 的中 �� ２９８１９（３番人気）
馬単票数 計 ３１５０３１ 的中 �� ９５７３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３４０７ 的中 �� １３１６８（３番人気）�� ４８５６（１４番人気）�� ６２４７（１１番人気）
３連複票数 計 ７００８５３ 的中 ��� １１２１４（１５番人気）
３連単票数 計１０６２６５３ 的中 ��� ３６３３（６１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．６―１２．８―１３．０―１２．８―１１．７―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３５．３―４８．１―１：０１．１―１：１３．９―１：２５．６―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３４．７
３ ・（１４，１３）（２，８，１５）（４，１，１６）７，３（９，１０，１１）１２（６，５） ４ ・（１４，１３）（２，８，１５）（４，１）（７，１６）３（９，５）（１０，１２）６＝１１

勝馬の
紹 介

カレンミロティック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１０．１１．７ 京都４着

２００８．２．２２生 牡３栗 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina ４戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔発走状況〕 ブルースビスティー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 テイエムメガヒット号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

０６０１６ ２月２７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３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３０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

６６ アペリティフ �８鹿 ６０ 今村 康成前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５１０－ ２３：２９．１ ２．８�

７７ � ピエナミッチー 牡６鹿 ６０ 西谷 誠本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６８－ ２ 〃 クビ ３．７�
３３ ア ヤ ナ ベ ル 牝５青鹿５８ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４５０＋ ６３：２９．４１� １７．５�
２２ スーパーヴァイザー 牡７栃栗６０ 林 満明前田 幸治氏 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 ５２６－ ６３：２９．７１� ６８．５�
８８ � ブ チ カ マ シ 牡７黒鹿６０ 難波 剛健中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム ４７８－ ２ 〃 クビ ９．８�
４４ スリーラスカル 牡６黒鹿６０ 岩崎 祐己永井商事� 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４８０－ ２３：２９．８クビ ８．０�
５５ テイケイプリオール 牡６黒鹿６２ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ３．６	
１１ ゴールデンカイザー 牡６鹿 ６０ 南井 大志鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４８２± ０３：３５．１大差 ２５．２

８９ スリーアトラス 牡８栗 ６０ 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４６２＋ ６ （競走中止） ６９．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： １２，５６０，４００円 複勝： １４，１５８，２００円 枠連： ８，７１３，７００円

普通馬連： ２９，２５４，３００円 馬単： ２５，２２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１９６，２００円

３連複： ４４，５７１，７００円 ３連単： ９０，８０８，９００円 計： ２３７，４８６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ３００円 枠 連（６－７） ４８０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ９００円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 ��� ８，４８０円

票 数

単勝票数 計 １２５６０４ 的中 � ３５５５７（１番人気）
複勝票数 計 １４１５８２ 的中 � ３１９６１（１番人気）� ３１７６８（２番人気）� ８９０９（６番人気）
枠連票数 計 ８７１３７ 的中 （６－７） １３５６３（１番人気）
普通馬連票数 計 ２９２５４３ 的中 �� ３９５８４（１番人気）
馬単票数 計 ２５２２２８ 的中 �� ２０３３５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１９６２ 的中 �� １４７２６（１番人気）�� ３０２９（１５番人気）�� ３５７２（１１番人気）
３連複票数 計 ４４５７１７ 的中 ��� １２８７３（９番人気）
３連単票数 計 ９０８０８９ 的中 ��� ７９０６（１９番人気）

上り １マイル １：４８．２ ４F ５４．０－３F ４０．５
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→	→�→�」
�
�
５－６＝４，８，２（３，７）＝１
５－６－（４，３）７－８－２＝１

�
�
５－６＝４（８，３，７）２＝１・（５，６）－３－４，７－８－２＝１

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アペリティフ �

父 エルコンドルパサー �


母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１０．９ 京都３着

２００３．２．１生 �８鹿 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル 障害：３戦２勝 賞金 ２１，３００，０００円
〔競走中止〕 スリーアトラス号は，１周目７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。
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０６０１７ ２月２７日 晴 良 （２３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２０分 （芝・右・外）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６１２ ハブルバブル 牝３鹿 ５４ U．リスポリ 金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ４５０ ―１：４８．０ ４．２�
（伊）

５１０ シシリアンブリーズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：４８．８５ ５．５�
５９ ペルレンケッテ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：４９．０１� １．７�
１２ パイクスピーク 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５１８ ―１：４９．１� ２６．９�
３６ ルースデラルナ 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６ ― 〃 ハナ ２３．７�
４７ ソングソングソング 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４１８ ―１：５０．１６ １１０．９	
２４ ラヴフェアリー 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４４２ ―１：５０．２� ４９．２


（愛知）

３５ エ ア ガ ガ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：５０．４１� １５．３�
４８ セレブモーション 牝３栗 ５４ 吉田 豊水上 行雄氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 ４５８ ―１：５０．６１� ４０．８�
７１３ ト ス カ ー ナ 牝３栗 ５４ 池添 謙一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０ ―１：５０．９２ １０２．９
７１４ ロ シ ェ 牝３黒鹿５４ 小林慎一郎北畑 忍氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ３９２ ―１：５１．２１� ３３０．７�
８１６ スカイノレイ 牝３青鹿５４ 鮫島 良太江 賦晨氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：５１．７３ １５６．２�
６１１ マ リ ー リ コ 牝３鹿 ５４ 吉田 稔冨沢 敦子氏 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４１８ ―１：５１．８� ２０８．７�

（愛知）

２３ タマモシャーベット 牝３栗 ５４ 幸 英明タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４２ ― 〃 アタマ ９４．７�
８１５ メイショウヒヨドリ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 ４１６ ―１：５２．０１� ３１１．９�
１１ プリンセスオウカ 牝３青 ５４

５３ ☆国分 恭介田畑 利彦氏 大根田裕之 浦河 カナイシスタッド ４０２ ―１：５２．５３ ２７８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６６７，１００円 複勝： ２８，６５８，４００円 枠連： １６，０１０，３００円

普通馬連： ４１，５０３，９００円 馬単： ３９，１１３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８７４，２００円

３連複： ６３，７３２，７００円 ３連単： １２６，３７５，３００円 計： ３５９，９３５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（５－６） ２７０円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １７０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ３８０円 ３ 連 単 ��� ３，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２３６６７１ 的中 � ４５４０４（２番人気）
複勝票数 計 ２８６５８４ 的中 � ５１２１０（２番人気）� ４２６７５（３番人気）� １１６４７９（１番人気）
枠連票数 計 １６０１０３ 的中 （５－６） ４５０３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１５０３９ 的中 �� ２９９８０（３番人気）
馬単票数 計 ３９１１３２ 的中 �� １５２５４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８７４２ 的中 �� １４１９５（３番人気）�� ３５３８４（１番人気）�� ２４３８３（２番人気）
３連複票数 計 ６３７３２７ 的中 ��� １２５３９２（１番人気）
３連単票数 計１２６３７５３ 的中 ��� ２５０６１（６番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１１．６―１２．７―１２．８―１２．７―１２．０―１０．９―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．７―３５．３―４８．０―１：００．８―１：１３．５―１：２５．５―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．５
３ １０（６，９）（２，７）１２（３，１３）－８，１５－（４，５）－（１，１４）（１１，１６） ４ １０（６，９）（２，１２）７，１３（３，１５）（８，５）４（１，１４）１６，１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハブルバブル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Sauvage 初出走

２００８．３．２８生 牝３鹿 母 ラヴアンドバブルズ 母母 Bubble Dream １戦１勝 賞金 ６，５００，０００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。
（非当選馬） ７頭 オークヒルパーク号・サトノフォワード号・ハイデルベーレ号・ファーマペニー号・ボルツァノ号・

メイショウガザニア号・ロングエクセル号
※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。

０６０１８ ２月２７日 晴 良 （２３阪神１）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２２ � キモンレッド 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 ４３０－ ４１：２５．９ １１．０�

７１１ アルゴリズム 牡３芦 ５６ 福永 祐一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ５．２�
７１２� サウンドボルケーノ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa

Partners ５１２－ ４１：２６．１１ ２．６�
６９ ギンザアキレス 牡３青鹿５６ 四位 洋文有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５２２－１４ 〃 クビ １８．１�
５７ サミットストーン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一百万 武夫氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５２２＋ ８１：２６．２クビ ９．４�
３３ � グリッターテイル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４６０－ ４１：２６．８１�＋２	 １４．５�
１１ � スナイプビッド 牡３鹿 ５６ U．リスポリ �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５００－ ２１：２７．０１� ４．１	
（伊）

８１３ アスカノバッハ 
３黒鹿 ５６
５５ ☆国分 恭介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５６－１０ 〃 クビ ２３８．５

５８ コウエイキング 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作西岡 静男氏 川村 禎彦 新ひだか 岡田スタツド ４６０－ ２１：２７．３１� ２０２．１�
８１４ ショウナンタスク 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２± ０１：２７．４� ３７．４�
４６ � スマートオーシャン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二大川 徹氏 小崎 憲 米 Summer

Wind Farm ４８２＋ ６１：２７．８２	 ３１．８
３４ ゴールデンアタック 牡３栗 ５６ 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４７０－ ６ （降着） ２５．９�
６１０� コアレスバトラー 牡３青鹿５６ 安部 幸夫�ホースケア 山中 輝久 平取 赤石牧場 ４６６＋ ３１：２８．３３ ５５３．９�

（笠松） （愛知）

４５ � ア デ ス ガ タ 牝３栗 ５４ 吉田 稔�ホースケア 山中 輝久 新ひだか グランド牧場 ４２６－１３１：２９．８９ ７１１．５�
（笠松） （愛知）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，２０９，１００円 複勝： ３４，１４８，７００円 枠連： １６，３７０，５００円

普通馬連： ５５，６０２，３００円 馬単： ３８，２８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２２６，６００円

３連複： ７８，２３２，５００円 ３連単： １２８，６２７，２００円 計： ３９７，７０５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（２－７） ８６０円

普通馬連 �� ２，６９０円 馬 単 �� ６，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ４７０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� ２１，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２２２０９１ 的中 � １５９５８（５番人気）
複勝票数 計 ３４１４８７ 的中 � ３４１６１（４番人気）� ４９７８１（３番人気）� ９００６４（１番人気）
枠連票数 計 １６３７０５ 的中 （２－７） １４０８０（４番人気）
普通馬連票数 計 ５５６０２３ 的中 �� １５２９３（１２番人気）
馬単票数 計 ３８２８９０ 的中 �� ４５６２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２２６６ 的中 �� ７１１８（９番人気）�� １２７６４（４番人気）�� ２０８３５（２番人気）
３連複票数 計 ７８２３２５ 的中 ��� ２８７１７（３番人気）
３連単票数 計１２８６２７２ 的中 ��� ４４２２（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３５．５―４８．５―１：０１．０―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キモンレッド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブラックタイアフェアー （１戦０勝 賞金 ０円）

２００８．５．７生 牝３栗 母 オイワケトモエ 母母 シートゥシャイニングシー ６戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
地方デビュー ２０１０．５．２７ 門別

〔降着〕 ゴールデンアタック号は，６位〔タイム１分２６秒４，着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで内側に斜行して
「スマートオーシャン」号の走行を妨害したため１２着に降着。

〔制裁〕 ゴールデンアタック号の騎手幸英明は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成２３年３月５日から平成２３年
３月１３日まで騎乗停止。

※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。



０６０１９ ２月２７日 晴 良 （２３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２０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

３５ スペシャルロード 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４８６＋２０１：５４．６ ８．５�

１２ トウカイパラダイス 牡４黒鹿５６ 吉田 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４９８－１６１：５４．７� ４．８�
７１３ ダノンフィーバー 牡５鹿 ５７ U．リスポリ�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５１０－ ４ 〃 クビ ２．０�

（伊）

６１１ テイエムバゴオー 牡４黒鹿 ５６
５３ ▲国分 優作竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４７８－ ２ 〃 ハナ １０．７�

４８ � スズノチーフベアー 牡４栗 ５６
５５ ☆国分 恭介阿部 雅子氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ４４８＋ ２１：５４．９１� ２２．８�

５９ コウエイテンプウ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊西岡 静男氏 坂口 正大 浦河 安原 実 ４９２－ ６１：５５．５３� ５２．５�
８１５ タガノイノセンス 牝４青 ５４ 川田 将雅八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ４９２± ０ 〃 クビ ５．５	
８１６ グラスブレイド 牡５鹿 ５７ 熊沢 重文半沢
 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 ４７０－１６１：５５．６クビ ３４．５�
２３ キョウワシャドー 牡４芦 ５６ 佐藤 哲三
協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４４２－ ４１：５５．９１� ９９．７�
６１２ グランプリスマイル 牡５鹿 ５７ 安部 幸夫北側 雅司氏 飯田 雄三 静内 千代田牧場 ４５８－１２１：５６．１１� １２８．７

（愛知）

５１０ タマノリテラシー 牝４栗 ５４ 吉田 稔玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４８２－ ６ 〃 ハナ ４４．３�

（愛知）

１１ シゲルダイセン 牡５鹿 ５７ 幸 英明森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 ４７６＋１２１：５６．２クビ １３１．２�
４７ ウォーターリメイン 牝６栗 ５５ 佐久間寛志山岡 良一氏 鹿戸 明 浦河 本巣牧場 ４２６－ ２１：５６．４１� ２０５．１�
３６ � ベストトゥベスト 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 田中 春美 ４５８＋ ２１：５７．４６ １６５．３�
２４ � ラ ブ ル ビ ー 牝４栗 ５４ 鮫島 良太オールラブクラブ 南田美知雄 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４３８－ ２ 〃 アタマ ５４６．５�
７１４ ケイエスショークン 牝４鹿 ５４ 難波 剛健キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４３８－１０２：０１．０大差 １９１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０８０，４００円 複勝： ２９，６９２，６００円 枠連： １３，７１６，４００円

普通馬連： ４９，９８６，３００円 馬単： ３７，１４０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４８９，３００円

３連複： ７２，６３２，６００円 ３連単： １２２，９３４，２００円 計： ３６９，６７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（１－３） ２，０１０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ５，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ３８０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� １４，３００円

票 数

単勝票数 計 ２１０８０４ 的中 � １９６４５（４番人気）
複勝票数 計 ２９６９２６ 的中 � ２６２４４（５番人気）� ４１９１５（２番人気）� ９６２２０（１番人気）
枠連票数 計 １３７１６４ 的中 （１－３） ５０４７（８番人気）
普通馬連票数 計 ４９９８６３ 的中 �� １６９８９（７番人気）
馬単票数 計 ３７１４０３ 的中 �� ５４２４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４８９３ 的中 �� ６７４８（８番人気）�� １４６９７（４番人気）�� ２０８０７（２番人気）
３連複票数 計 ７２６３２６ 的中 ��� ３４８０１（３番人気）
３連単票数 計１２２９３４２ 的中 ��� ６３４７（３４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１３．３―１２．９―１２．５―１２．６―１２．９―１２．５―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３７．５―５０．４―１：０２．９―１：１５．５―１：２８．４―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペシャルロード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１０．１．３１ 京都６着

２００７．４．７生 牡４黒鹿 母 ベラミロード 母母 ベラミスキー １５戦２勝 賞金 ２２，２４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイエスショークン号は，平成２３年３月２７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または施行団体名を表示している。

０６０２０ ２月２７日 晴 良 （２３阪神１）第２日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

３５ ピサノプレミアム 牡５鹿 ５７ 浜中 俊市川 義美氏 坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ５０２＋ ４１：１２．９ １．６�

１２ キクノフェーデ 牡４鹿 ５７ 幸 英明菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５１０－ ４１：１３．２１� １５．４�
４７ ムスタングリーダー 牡４芦 ５７ 四位 洋文杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４３０＋ ６１：１３．６２� １３．５�
８１６� クリノテンペスタ 牡４栗 ５７ 秋山真一郎栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４６２－１０ 〃 ハナ ３８８．７�
７１４� ジュンノアスカ 牝４鹿 ５５ U．リスポリ國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４７２－ ４１：１３．９１� ２７．６�

（伊）

５９ ポリティカルパワー 牡４青 ５７ 佐藤 哲三加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４９２－ ７ 〃 アタマ ３６．３�
２３ ウィアーザスター 牡５鹿 ５７ 吉田 豊小田切有一氏 佐々木晶三 三石 木下牧場 ４５０－ ４１：１４．０� ２１．３�
８１５� プリミエール 牝４栗 ５５ 川田 将雅 	ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ ５．５

５１０ ゴーゴーシュンスケ 牡４栗 ５７ 鮫島 良太藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４５６－ ８１：１４．２１� ７３．２�
２４ ティアップエース 牡４栗 ５７

５４ ▲国分 優作田中 昇氏 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ ５３．１�
６１２ メジロブラボー 牝５芦 ５５ 岩田 康誠メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４６４± ０１：１４．４１ １３．４�
６１１� アイファーマーチス 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 畠山牧場 ５３４＋ ２１：１４．８２� ９８．０�
４８ � バージンバラード 牝４栗 ５５ 熊沢 重文中島 稔氏 吉岡 八郎 浦河 馬道 繁樹 ４２８－ ２１：１４．９クビ １０２．０�
７１３ ヒシイサベル 牝４鹿 ５５ 小林慎一郎阿部雅一郎氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４８６－１８ 〃 アタマ ３０．１�
３６ � サンドリーナ 牝４栃栗５５ 吉田 稔伊藤 信之氏 牧浦 充徳 新冠 隆栄牧場 ４００± ０ 〃 クビ ３３４．５�

（愛知）

１１ スナークサリー 牝４青 ５５ 池添 謙一杉本仙次郎氏 清水 英克 日高 永村 侑 ４３８＋ ２１：１５．５３� ８２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，９５８，８００円 複勝： ５６，４１０，４００円 枠連： １８，４１１，５００円

普通馬連： ６３，９１４，８００円 馬単： ５２，４４６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４３９，１００円

３連複： ８８，９８１，６００円 ３連単： １７８，３５０，６００円 計： ５１１，９１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２９０円 � ３１０円 枠 連（１－３） １，０００円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ４６０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ３，１２０円 ３ 連 単 ��� １０，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２４９５８８ 的中 � １２９４７１（１番人気）
複勝票数 計 ５６４１０４ 的中 � ３４５４７７（１番人気）� ２４１７９（４番人気）� ２２２５５（５番人気）
枠連票数 計 １８４１１５ 的中 （１－３） １３６０２（６番人気）
普通馬連票数 計 ６３９１４８ 的中 �� ４２５５８（５番人気）
馬単票数 計 ５２４４６４ 的中 �� ２８２２３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４３９１ 的中 �� １７２２４（４番人気）�� １５９９６（５番人気）�� ３８８１（１８番人気）
３連複票数 計 ８８９８１６ 的中 ��� ２１０８０（８番人気）
３連単票数 計１７８３５０６ 的中 ��� １２７０１（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．９―１２．５―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．８―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピサノプレミアム �
�
父 Smarty Jones �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．１１．１５ 京都４着

２００６．４．１３生 牡５鹿 母 ラ グ ナ セ カ 母母 Topicount １３戦２勝 賞金 ２０，３９０，０００円
※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） １頭 タムロガッツ号
（非抽選馬） ３頭 ヴェリタスローズ号・スナークチェリー号・リッカコウユウ号
※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２７日 晴 良 （２３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 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

６６ ロッカヴェラーノ 牡３青鹿５６ 岩田 康誠吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４７６－ ４２：１５．０ １２．１�

４４ グレープブランデー 牡３黒鹿５６ 吉田 稔 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B５２４－ ６２：１５．３１� ５．７�
（愛知）

５５ インナージョイ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ ８．０�

１１ ダノンフェニックス 牡３黒鹿５６ 四位 洋文�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３６－ ６２：１５．４クビ ８．２�
３３ ディアヴァンドーム 牡３栗 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 藤原牧場 ４５４－ ４２：１５．７２ ４３．６�
７７ ノーティカルスター 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 追分ファーム ５０６－ ８２：１５．８クビ １７．５	
２２ ヴィクトリースター 牡３鹿 ５６ U．リスポリ �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 追分ファーム ４４２－ ８ 〃 ハナ １．９


（伊）

８９ マイネルギブソン 牡３鹿 ５７ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４２６－ ６２：１６．１２ １１．６�

８８ ピエナオリオン 牡３黒鹿５６ 幸 英明本谷 兼三氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ４６０± ０ 〃 ハナ ２３．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４５，１９２，０００円 複勝： ７４，０９２，３００円 枠連： １７，５０２，８００円

普通馬連： １０４，５６３，２００円 馬単： ８０，８０３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，５９１，６００円

３連複： １２１，４６９，５００円 ３連単： ３３１，１４１，５００円 計： ８１３，３５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ３６０円 � ２５０円 � ２６０円 枠 連（４－６） ４，２６０円

普通馬連 �� ４，４００円 馬 単 �� １０，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� １，０３０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ９，４１０円 ３ 連 単 ��� ７５，４８０円

票 数

単勝票数 計 ４５１９２０ 的中 � ２９５６２（６番人気）
複勝票数 計 ７４０９２３ 的中 � ５０８４７（５番人気）� ８４３８９（２番人気）� ７７９３０（３番人気）
枠連票数 計 １７５０２８ 的中 （４－６） ３０３４（１６番人気）
普通馬連票数 計１０４５６３２ 的中 �� １７５４３（１６番人気）
馬単票数 計 ８０８０３１ 的中 �� ５９１２（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８５９１６ 的中 �� ７４６８（１８番人気）�� ９２９４（１２番人気）�� １１００４（９番人気）
３連複票数 計１２１４６９５ 的中 ��� ９５３３（３２番人気）
３連単票数 計３３１１４１５ 的中 ��� ３２３８（１９４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１１．９―１２．７―１２．７―１２．９―１２．７―１２．３―１２．０―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２４．４―３６．３―４９．０―１：０１．７―１：１４．６―１：２７．３―１：３９．６―１：５１．６―２：０３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロッカヴェラーノ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Sri Pekan デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉１着

２００８．２．２２生 牡３青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul ３戦２勝 賞金 ２６，２３１，０００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２７日 晴 良 （２３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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

２２ レディルージュ 牝５青鹿５５ U．リスポリ �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム ４５０＋ ６１：１１．９ ３．３�
（伊）

７９ � エーシンリードオー 牝５黒鹿５５ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-
ter Farm ４８４－ ４ 〃 クビ ８．８�

６７ � トーセンクロス 牡７鹿 ５７ 川田 将雅島川 �哉氏 小笠 倫弘 米
Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

B５０４－１０１：１２．０� ６．２�
４４ スマートブレード 牡１０黒鹿５７ 幸 英明大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５３２－ ８１：１２．１クビ ５６．１�
５５ 	 オーシャンカレント 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ５０２－ ８１：１２．２� ２８．６�
７１０ フィールドジュエル 牡９鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B５０２－ ４１：１２．３クビ １１７．２	
６８ 	 ネオフリーダム 牡６鹿 ５７ 国分 恭介伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５１２± ０ 〃 クビ ９．９

８１１ ロリンザーユーザー 牡７鹿 ５７ 安部 幸夫ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５１２－ ８１：１２．８３ ６９．４�

（愛知）

３３ サルバドールアスカ 牡５栗 ５７ 吉田 稔則武 輝一氏 伊藤 大士 新冠 坂元牧場 ４７０± ０１：１２．９クビ ４０．１
（愛知）

５６ リッカアリュール 牡５栗 ５７ 安藤 勝己立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４８０± ０１：１３．０
 ２．７�
８１２� ハイエモーション 牡６栗 ５７ 池添 謙一前田 幸治氏 萩原 清 米 Sabrina

Plumley ４８２－ ２１：１３．３１� １４．８�
１１ 	 タガノシュペリエル �５鹿 ５７ 浜中 俊八木 良司氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 B４９２± ０ 〃 クビ ３２．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３７，４２７，５００円 複勝： ５４，４４９，４００円 枠連： ２５，６２０，８００円

普通馬連： １４３，３０９，８００円 馬単： ８２，７６０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，０５９，５００円

３連複： １６６，３４３，２００円 ３連単： ３４０，４９７，４００円 計： ８９７，４６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ２００円 枠 連（２－７） １，４４０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ５３０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 ��� １５，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３７４２７５ 的中 � ９０６３１（２番人気）
複勝票数 計 ５４４４９４ 的中 � １０９３０８（２番人気）� ５８４２５（４番人気）� ６９７５４（３番人気）
枠連票数 計 ２５６２０８ 的中 （２－７） １３２０９（７番人気）
普通馬連票数 計１４３３０９８ 的中 �� ６４５７６（６番人気）
馬単票数 計 ８２７６０７ 的中 �� ２３４７１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７０５９５ 的中 �� １７９１１（６番人気）�� ２２６２３（５番人気）�� １３９６１（９番人気）
３連複票数 計１６６３４３２ 的中 ��� ３６６６６（８番人気）
３連単票数 計３４０４９７４ 的中 ��� １６４８７（４１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．５―１２．１―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３４．１―４６．２―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディルージュ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．８．９ 小倉１着

２００６．３．１３生 牝５青鹿 母 サッカーマム 母母 Traverse City ２０戦４勝 賞金 １４０，５３２，０００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２７日 晴 良 （２３阪神１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第５５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，２２．２．２７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，２２．２．２６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 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１５ サ ン カ ル ロ 牡５黒鹿５７ 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 ４９６＋ ２１：２０．１ ８．４�

１２ ガ ル ボ 牡４青 ５６ 岩田 康誠石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４６８± ０１：２０．３１� ２．６�
２４ フラガラッハ 牡４鹿 ５６ 四位 洋文 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－１０１：２０．４� ８．７�
６１２ スプリングソング 牡６青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５２０± ０１：２０．６１ ８．２�
４７ ワンカラット 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５３４＋２６ 〃 クビ ７．８�
３５ サワヤカラスカル 牝６鹿 ５４ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４６４－ ２１：２０．８１	 ２６．４�
１１ ショウナンカザン 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４８６－１０ 〃 アタマ ３８．６	
３６ ビービーガルダン 牡７青鹿５６ U．リスポリ�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B５１２＋ ２１：２０．９クビ １０．１


（伊）

８１６ ケイアイデイジー 牝４芦 ５４ 幸 英明 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５１２－ ６１：２１．０	 ８８．０�
５１０ サワノパンサー 牡５鹿 ５６ 福永 祐一澤田 子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５４４－ ４ 〃 クビ ８．８�
５９ コスモセンサー 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５０８＋１０ 〃 アタマ １３．６�
６１１
 ゼットフラッシュ 牡８鹿 ５６ 川田 将雅�フォーレスト 山内 研二 英 Barry Taylor ５１０＋ ８ 〃 アタマ ３５０．０�
７１３ テイエムカゲムシャ 牡７栗 ５６ 安部 幸夫竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５０６－ ４ 〃 同着 ５３３．８�

（愛知）

７１４ コパノオーシャンズ 牝７黒鹿５４ 鮫島 良太小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３０－ ４１：２１．２１� １０９．３�
２３ トシギャングスター 牡４芦 ５６ 熊沢 重文田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B４６８－１０１：２１．３	 １８８．６�
４８ マイネルレーニア 牡７栗 ５７ 吉田 稔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５２６＋ ６１：２１．５１� ２０２．９�
（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２２，２５４，６００円 複勝： １７６，７０１，７００円 枠連： １０７，６４９，０００円

普通馬連： ６３８，９７３，２００円 馬単： ３３０，０１９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８５，８５９，４００円

３連複： ８９６，５９７，３００円 ３連単： １，８１３，６１３，４００円 計： ４，２７１，６６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（１－８） １，０７０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� ３，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，３２０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 ��� ２２，８４０円

票 数

単勝票数 計１２２２５４６ 的中 � １１５７２３（４番人気）
複勝票数 計１７６７０１７ 的中 � １７８７１４（２番人気）� ５０４２１７（１番人気）� １５１８０８（６番人気）
枠連票数 計１０７６４９０ 的中 （１－８） ７４２４９（４番人気）
普通馬連票数 計６３８９７３２ 的中 �� ３７２６８５（４番人気）
馬単票数 計３３００１９７ 的中 �� ７３８５９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８５８５９４ 的中 �� １０４６９１（３番人気）�� ３２０２２（２１番人気）�� １０４８６４（２番人気）
３連複票数 計８９６５９７３ 的中 ��� １８９２９５（１２番人気）
３連単票数 計１８１３６１３４ 的中 ��� ５８６０６（７７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１１．０―１１．６―１１．７―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．２―３３．２―４４．８―５６．５―１：０８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン カ ル ロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００８．１０．１９ 東京１着

２００６．２．５生 牡５黒鹿 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト ２１戦４勝 賞金 ２２１，６３４，０００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。
（非抽選馬） ２頭 オーシャンエイプス号・セントラルコースト号
※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２７日 晴 良 （２３阪神１）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�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，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６１１ オオトリオウジャ 牡５鹿 ５７ U．リスポリ 鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ４９８－ ２１：２４．５ ４．０�

（伊）

４８ リ ュ シ オ ル 牝５鹿 ５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６０－１０１：２４．７１� １２．０�
５９ メイショウヤワラ 牝６栗 ５５ 秋山真一郎松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ５３６± ０１：２４．８� ３０．７�
８１６ ハクバドウジ 牡６芦 ５７ 熊沢 重文�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５２２－ ２１：２４．９	 ８４．７�
２３ ベストオブミー 牝６栗 ５５ 池添 謙一飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４６８－ ４１：２５．１１ ２５．０�
６１２ グランドシチー 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ３．７	
５１０ ス イ リ ン カ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４１４－ ６１：２５．２クビ １６．８

７１３ ザ ド ラ イ ブ 牡５栗 ５７ 幸 英明堀越 毅一氏 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４６８－ ６１：２５．３� １７．２�
２４ シュテルンターラー 牝４芦 ５５ 浜中 俊 �グリーンファーム 坂口 正大 千歳 社台ファーム ４８８－ ２ 〃 ハナ ８．０�
３５ マイネルセラーノス 牡４栗 ５７ 安部 幸夫 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ２ 〃 アタマ １３７．３
（愛知）

３６ トップオブザロック 牡７黒鹿 ５７
５４ ▲国分 優作山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５３０＋１６ 〃 ハナ ２５４．０�

１１ イ チ オ カ 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠三宅 勝俊氏 境 直行 様似 能登ファーム ５２０－１２１：２５．４クビ ４．２�
４７ ウィズインライアン 牝５鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介内藤 耕造氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 B４３０－ ６１：２５．５� ４７．８�
１２ ペガサスヒルズ 牡４栗 ５７ 吉田 豊吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７８＋ ２１：２５．７１� ７９．１�
８１５ ホクトスワン 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介布施 光章氏 庄野 靖志 新冠 ビッグレッドファーム B４６８－ ２ 〃 アタマ １０８．５�
７１４ シリコンフォレスト 牡６芦 ５７ 吉田 稔 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 早来 ノーザンファーム B５０２－ ５１：２６．０２ ３０．８�

（愛知）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，９１９，６００円 複勝： ７７，１６５，０００円 枠連： ５１，９９６，２００円

普通馬連： １６９，４７２，８００円 馬単： ９３，６９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，３３９，５００円

３連複： ２２５，６５９，３００円 ３連単： ４１３，７６７，９００円 計： １，１４２，０１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � ３５０円 � ６９０円 枠 連（４－６） １，１６０円

普通馬連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ４，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� １，７８０円 �� ３，３７０円

３ 連 複 ��� １５，８７０円 ３ 連 単 ��� ６８，６７０円

票 数

単勝票数 計 ４６９１９６ 的中 � ９４５６２（２番人気）
複勝票数 計 ７７１６５０ 的中 � １５０２２５（１番人気）� ５３５７６（５番人気）� ２３８９４（１０番人気）
枠連票数 計 ５１９９６２ 的中 （４－６） ３３１５８（５番人気）
普通馬連票数 計１６９４７２８ 的中 �� ５０９６６（８番人気）
馬単票数 計 ９３６９６７ 的中 �� １７２９２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３３３９５ 的中 �� ２０７９６（７番人気）�� ８６６２（１９番人気）�� ４４８２（３７番人気）
３連複票数 計２２５６５９３ 的中 ��� １０５００（５１番人気）
３連単票数 計４１３７６７９ 的中 ��� ４４４７（２１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．１―１１．９―１２．３―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．４―４６．３―５８．６―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オオトリオウジャ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１０．２５ 東京１着

２００６．３．２６生 牡５鹿 母 オオトリヘプバーン 母母 ミラクルミユキ １７戦４勝 賞金 ５８，９３９，０００円
※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 アグネスラナップ号
※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。



（２３阪神１）第２日 ２月２７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 １７２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

２７４，９７０，０００円
６，３３０，０００円
１４，５１０，０００円
１，６６０，０００円
２６，０００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，６８４，０００円
５，１５１，８００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
４０３，３７５，９００円
６３１，６８１，４００円
３１８，１９７，５００円
１，４２４，６５７，２００円
８７０，５８９，２００円
５０５，３９７，７００円
１，９４７，９２８，２００円
３，８５９，７７７，５００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 ９，９６１，６０４，６００円

総入場人員 １９，９２１名 （有料入場人員 １８，９０８名）


