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07001 2月27日 晴 良 （28阪神1）第1日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00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
1：48．5
1：47．8

重
重

510 サウンドパラダイス 牝3鹿 54 福永 祐一増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 504＋ 41：55．2 4．2�
815 トリプライト 牝3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B454± 0 〃 ハナ 33．3�
24 ア グ ネ ッ タ 牝3鹿 54 S．フォーリー 菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 464－ 21：55．3� 2．6�

（愛）

612 レ イ ナ ア ラ 牝3黒鹿54 菱田 裕二名古屋友豊� 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 21：55．93� 18．0�

11 ベイビーティンク 牝3鹿 54 小牧 太広尾レース� 小崎 憲 新ひだか 木村 秀則 472＋ 21：56．11� 41．0	
35 メイショウアケボノ 牝3鹿 54 小林 徹弥松本 好
氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 492－ 61：56．2クビ 210．9�
12 タマモパフューム 牝3鹿 54 太宰 啓介タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 426＋ 21：56．3� 37．6�
816 ジューンソフィア 牝3鹿 54 和田 竜二吉川 潤氏 今野 貞一 日高 日高大洋牧場 492＋ 61：56．51� 19．4
611 ヒデノホープ 牝3鹿 54 �島 良太大石 秀夫氏 佐藤 正雄 浦河 グラストレーニ

ングセンター 404－ 21：56．71� 30．1�
59 メイショウゴッデス 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 松下 武士 新ひだか 三木田 明仁 474± 0 〃 ハナ 292．6�
48 ダウンタウンブギ 牝3栗 54 四位 洋文吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 464＋ 41：57．12� 12．4�
23 ヒ ワ ラ ニ 牝3鹿 54 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 470＋ 41：57．41� 6．0�
47 メイショウレクセラ 牝3鹿 54 F．ヴェロン松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 460＋ 41：58．35 7．4�

（仏）

36 ナディエージダ 牝3栗 54
51 ▲三津谷隼人�イクタ 加用 正 新冠 村本牧場 450－ 61：59．04 220．1�

714 テイエムハナマル 牝3鹿 54 佐久間寛志竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 カミイスタット 492－ 22：02．4大差 270．1�
713 レイホーレイク 牝3黒鹿54 田中 健永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 岡野牧場 512 ― （競走中止） 46．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，085，300円 複勝： 30，533，800円 枠連： 14，123，500円
馬連： 42，401，500円 馬単： 23，087，300円 ワイド： 27，904，800円
3連複： 60，543，500円 3連単： 76，483，300円 計： 292，163，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 670円 � 130円 枠 連（5－8） 2，440円

馬 連 �� 7，500円 馬 単 �� 9，830円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 330円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 46，050円

票 数

単勝票数 計 170853 的中 � 32527（2番人気）
複勝票数 計 305338 的中 � 51130（2番人気）� 7318（10番人気）� 83398（1番人気）
枠連票数 計 141235 的中 （5－8） 4482（10番人気）
馬連票数 計 424015 的中 �� 4381（24番人気）
馬単票数 計 230873 的中 �� 1760（34番人気）
ワイド票数 計 279048 的中 �� 2845（25番人気）�� 24367（1番人気）�� 4276（19番人気）
3連複票数 計 605435 的中 ��� 6590（19番人気）
3連単票数 計 764833 的中 ��� 1204（134番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―13．8―12．8―13．2―12．8―12．8―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―38．0―50．8―1：04．0―1：16．8―1：29．6―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サウンドパラダイス �
�
父 ワークフォース �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．9．21 阪神4着

2013．4．22生 牝3鹿 母 フレジェール 母母 スキーパラダイス 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 レイホーレイク号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムハナマル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28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を表示している。

07002 2月27日 晴 良 （28阪神1）第1日 第2競走 ��1，200�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
1：08．8
1：08．7

重
重

815 スリーパスポート 牡3黒鹿56 熊沢 重文永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 478 ―1：14．0 26．4�
48 プリティクイーン 牝3栗 54 小牧 太長谷川光司氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 432－ 5 〃 クビ 79．3�
36 ロングブリオ 牝3鹿 54 太宰 啓介中井 敏雄氏 大根田裕之 浦河 荻伏三好フ

アーム 456＋ 41：14．31� 31．6�
11 トルシュローズ 牝3栗 54 池添 謙一�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 454－10 〃 アタマ 11．5�
23 ベストワークス 牡3栗 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 3．4	
47 エーティーチャンプ 牡3鹿 56 F．ヴェロン荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 仲野牧場 478± 01：14．4� 3．7


（仏）

24 シゲルシロアマダイ 牡3芦 56 国分 優作森中 蕃氏 福島 信晴 浦河 木戸口牧場 446－ 61：14．5クビ 98．7�
714 メモリーサクセス 牝3鹿 54 �島 良太�シンザンクラブ 武田 博 浦河 谷川牧場 454－ 61：14．6� 7．8�
12 カガフルスロットル 牡3鹿 56 中井 裕二香川 憲次氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 450± 01：14．7� 115．3
611 クリノエディンバラ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼栗本 博晴氏 作田 誠二 新ひだか 加野牧場 442－ 2 〃 ハナ 70．2�
510 ブライアンジョー 牡3鹿 56 C．ルメール 河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 458－ 21：14．8� 10．1�
35 エスシーレオーネ 牡3鹿 56 福永 祐一工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 櫛桁牧場 494± 01：14．9クビ 7．7�
713 エンパイアバローズ 牡3鹿 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 日高 天羽牧場 500－ 61：15．0� 165．5�
612 ヒデサンエース 牡3栗 56 丸山 元気井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 富田牧場 B442＋ 61：15．1クビ 11．9�
816 メイショウバッハ 牡3栗 56 古川 吉洋松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 468 ―1：15．74 48．6�
59 アラタマプラン 牝3鹿 54 国分 恭介荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 414＋ 21：15．8クビ 31．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，937，400円 複勝： 28，792，600円 枠連： 12，833，800円
馬連： 42，017，800円 馬単： 21，249，000円 ワイド： 27，447，400円
3連複： 63，147，400円 3連単： 68，310，200円 計： 281，735，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 890円 � 2，600円 � 1，070円 枠 連（4－8） 3，260円

馬 連 �� 104，030円 馬 単 �� 212，490円

ワ イ ド �� 23，380円 �� 11，690円 �� 29，130円

3 連 複 ��� 1，392，950円 3 連 単 ��� 8，254，140円

票 数

単勝票数 計 179374 的中 � 5424（8番人気）
複勝票数 計 287926 的中 � 8841（9番人気）� 2847（15番人気）� 7181（10番人気）
枠連票数 計 128338 的中 （4－8） 3046（16番人気）
馬連票数 計 420178 的中 �� 313（94番人気）
馬単票数 計 212490 的中 �� 75（186番人気）
ワイド票数 計 274474 的中 �� 303（96番人気）�� 608（72番人気）�� 243（103番人気）
3連複票数 計 631474 的中 ��� 34（497番人気）
3連単票数 計 683102 的中 ��� 6（2799番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．7―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―36．0―48．7―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーパスポート �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2013．3．22生 牡3黒鹿 母 スズカパサー 母母 ケイジーイグザーベランス 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 イデアオブダンディ号・グローリア号・サンデリアーナ号
※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。

第１回 阪神競馬 第１日



07003 2月27日 晴 良 （28阪神1）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11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
1：48．5
1：47．8

重
重

47 ピスコサワー 牡3黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 518－ 61：53．5 2．7�

23 ドラゴンシュバリエ 牡3芦 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B504－ 8 〃 クビ 3．1�
48 ブリーズスズカ 牡3青鹿56 M．デムーロ永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 460± 01：54．56 4．6�
11 ベルウッドエフディ 牡3黒鹿56 S．フォーリー 鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 松浦牧場 440－10 〃 クビ 10．3�

（愛）

24 ピエナクルーズ 牡3鹿 56 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 450＋ 21：54．6クビ 11．4�
612 ミュークマサナリ 牡3栃栗 56

53 ▲三津谷隼人庄司 修二氏 藤沢 則雄 青森 諏訪牧場 522± 01：54．81� 221．9	
815 タガノジーニアス 牡3鹿 56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496± 0 〃 クビ 27．0

36 イーグルバイオ 牡3鹿 56 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 清水牧場 492－101：54．9クビ 243．5�
12 ミトノグリーン 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣ロイヤルパーク 崎山 博樹 平取 びらとり牧場 B488＋ 81：55．11� 139．8�
713 シーザワールド 牡3鹿 56 菱田 裕二石川 達絵氏 武田 博 日高 山際 辰夫 490－ 21：55．31� 27．1
816 テイエムダグラス 牡3鹿 56 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 川越ファーム 506－ 81：55．4� 26．9�
510 メイケイオリオン 牡3青鹿56 四位 洋文名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B446± 01：55．61 96．6�
59 タマモベルガモ 牡3栗 56 丸山 元気タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 476－ 6 〃 クビ 85．7�
35 ブルーズネフュウ 牡3栗 56 森 一馬新木 鈴子氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 438± 01：56．02� 215．8�
714 ベリーフェイマス 牡3黒鹿56 F．ヴェロン青山 洋一氏 村山 明 日高 下河辺牧場 456－ 21：56．85 92．0�

（仏）

611 スーサンブルース 牡3鹿 56 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 466－ 21：58．18 310．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，301，200円 複勝： 37，773，000円 枠連： 17，132，200円
馬連： 52，000，300円 馬単： 26，454，500円 ワイド： 31，133，700円
3連複： 69，193，400円 3連単： 89，587，500円 計： 349，575，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 120円 � 120円 枠 連（2－4） 250円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 230円 �� 270円 �� 240円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 3，150円

票 数

単勝票数 計 263012 的中 � 77213（1番人気）
複勝票数 計 377730 的中 � 73320（3番人気）� 88440（1番人気）� 75274（2番人気）
枠連票数 計 171322 的中 （2－4） 52005（1番人気）
馬連票数 計 520003 的中 �� 83578（1番人気）
馬単票数 計 264545 的中 �� 21328（1番人気）
ワイド票数 計 311337 的中 �� 34568（1番人気）�� 27636（3番人気）�� 32780（2番人気）
3連複票数 計 691934 的中 ��� 74127（1番人気）
3連単票数 計 895875 的中 ��� 20560（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．2―49．4―1：01．8―1：14．6―1：27．6―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ピスコサワー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2015．11．8 京都4着

2013．2．14生 牡3黒鹿 母 リラックススマイル 母母 ヴェルヴェットクイーン 3戦1勝 賞金 6，600，000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。
（非当選馬） 1頭 ケンブリッジエス号
※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。

07004 2月27日 晴 良 （28阪神1）第1日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （ダート・右）

新馬；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
1：21．5

不良
不良

23 ダンツペンダント 牝3黒鹿54 M．デムーロ山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 512 ―1：26．5 4．2�
48 イエスペガサス 牝3鹿 54 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 434 ―1：26．92� 41．1�
11 シルヴァーバレット 牡3芦 56 和田 竜二 �社台レースホース五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 450 ―1：27．11� 3．8�
714 キョウワエステル 牝3鹿 54 福永 祐一�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 472 ―1：27．31� 19．9�
510 サウンドウィケット 牡3青鹿56 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 大北牧場 484 ―1：27．93� 3．1�
815 メイショウトーリ 牡3黒鹿56 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 450 ―1：28．53� 137．7	
611 アップセットウィン 牝3黒鹿54 四位 洋文幅田 昌伸氏 笹田 和秀 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454 ― 〃 ハナ 19．2

59 スズカウエーブ 牡3栗 56 国分 優作永井 啓弍氏 藤沢 則雄 平取 清水牧場 468 ―1：28．82 17．0�
713 ゴールデンビューチ 牝3鹿 54 田中 健�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 460 ―1：29．22� 227．3
36 ビットレーニア 牡3鹿 56 森 一馬礒川 正明氏 西村 真幸 新ひだか タガミファーム 478 ―1：29．3� 79．1�
12 キャニオンドライヴ 牝3栗 54 国分 恭介栗嶋 豊明氏 谷 潔 平取 スガタ牧場 430 ―1：29．51 66．3�
24 ハッピーフィート 牡3鹿 56 荻野 琢真中本 行則氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 512 ―1：29．92� 152．7�
816 メイショウホウゲツ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 442 ―1：30．0クビ 27．3�
47 リバーリュウセイ 牡3栗 56 田村 太雅河越 武治氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 454 ―1：30．21� 116．7�
612 カーラーグル 牡3栗 56 小牧 太 �キャロットファーム 小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：30．51� 6．7�
35 テイエムマルモネ 牝3鹿 54 中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 日高テイエム

牧場株式会社 416 ―1：31．24 202．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，832，100円 複勝： 25，859，800円 枠連： 12，215，700円
馬連： 37，734，200円 馬単： 22，364，700円 ワイド： 21，751，700円
3連複： 49，790，800円 3連単： 69，029，600円 計： 259，578，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 640円 � 160円 枠 連（2－4） 5，250円

馬 連 �� 7，770円 馬 単 �� 12，730円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 370円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 8，210円 3 連 単 ��� 53，010円

票 数

単勝票数 計 208321 的中 � 39616（3番人気）
複勝票数 計 258598 的中 � 37809（3番人気）� 7678（9番人気）� 50716（2番人気）
枠連票数 計 122157 的中 （2－4） 1801（20番人気）
馬連票数 計 377342 的中 �� 3762（24番人気）
馬単票数 計 223647 的中 �� 1317（39番人気）
ワイド票数 計 217517 的中 �� 2674（22番人気）�� 16907（3番人気）�� 2625（24番人気）
3連複票数 計 497908 的中 ��� 4544（26番人気）
3連単票数 計 690296 的中 ��� 944（147番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．6―13．1―13．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．1―47．7―1：00．8―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツペンダント �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

2013．3．22生 牝3黒鹿 母 ノースプリンセス 母母 シーズプリンセス 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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アフターミー号・オンザフロウ号・オンリーワンスター号・クインジョウ号・サルサトウショウ号・シアワセデス号・

ジョープレシャス号・ダムデミステル号・タンブルウィード号・ネオヴィッパー号・ネクストムーブ号・
ハタノコンフリクト号・メイショウハツハナ号・ヤマイチファミリー号・ワイルドファイア号



07005 2月27日 晴 良 （28阪神1）第1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，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
1：44．5
1：43．9

良
良

48 エンジェルフェイス 牝3黒鹿54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 494－ 41：47．0 1．6�
510 フライングレディ 牝3黒鹿54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 422± 01：47．21� 5．7�
12 ラスイエットロス 牝3鹿 54 F．ヴェロン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 41：48．15 39．9�
（仏）

47 ダイワウィズミー 牝3栗 54 M．デムーロ大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 468± 01：48．2� 5．3�
36 ミュゲプリンセス 牝3鹿 54 国分 優作�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 430－ 61：48．41� 29．7	
714 ナリタピクシー 牝3鹿 54 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 516－20 〃 クビ 80．0

11 アグネスプレジール 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 502＋ 21：48．5クビ 29．5�
24 リ ー ズ 牝3芦 54 四位 洋文阿部東亜子氏 崎山 博樹 浦河 谷川牧場 462－ 81：48．71� 81．7�
35 アルマンディン 牝3黒鹿54 和田 竜二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－101：48．91� 28．1
23 ゴールデンティアラ 牝3栗 54 S．フォーリー 菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 新冠橋本牧場 446－ 61：49．0� 92．5�

（愛）

612 ブルージャーニー 牝3栗 54 小林 徹弥 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 450＋ 81：49．2� 24．6�
59 ビバパーチェ 牝3黒鹿54 C．ルメール 飯田 政子氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 460－ 41：49．41� 15．3�
611 オ オ オ ク 牝3鹿 54 小牧 太岡 浩二氏 中竹 和也 新冠 有限会社 大

作ステーブル 420－ 81：50．14 339．3�
713 ナムラリボン 牝3鹿 54 酒井 学奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 424－ 81：50．2� 137．3�
816 ソプラノムーン 牝3黒鹿54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 41：50．62� 164．1�
815 タガノピクシー 牝3黒鹿54 菱田 裕二八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426 ―1：51．98 224．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，792，000円 複勝： 128，256，300円 枠連： 18，482，700円
馬連： 57，922，300円 馬単： 38，279，700円 ワイド： 38，823，900円
3連複： 82，465，100円 3連単： 136，615，200円 計： 531，637，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 410円 枠 連（4－5） 240円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 170円 �� 660円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計 307920 的中 � 147885（1番人気）
複勝票数 計1282563 的中 � 994882（1番人気）� 78393（2番人気）� 15321（9番人気）
枠連票数 計 184827 的中 （4－5） 58532（1番人気）
馬連票数 計 579223 的中 �� 126649（1番人気）
馬単票数 計 382797 的中 �� 68299（1番人気）
ワイド票数 計 388239 的中 �� 77966（1番人気）�� 12810（7番人気）�� 7064（12番人気）
3連複票数 計 824651 的中 ��� 37117（4番人気）
3連単票数 計1366152 的中 ��� 21381（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―34．9―46．7―59．1―1：11．7―1：23．6―1：34．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンジェルフェイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tejano Run デビュー 2015．12．12 阪神3着

2013．3．5生 牝3黒鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タガノピクシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28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） 2頭 スカイフェアリー号・ブルベアシャーク号
※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。

07006 2月27日 晴 良 （28阪神1）第1日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・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
2：10．1
2：10．0

良
良

813 ロードランウェイ 牡3鹿 56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 478－ 42：16．0 2．4�
56 コンフィアンサ 牡3青鹿56 菱田 裕二吉田 勝己氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 22：16．1� 20．9�
812 カフジプリンス 牡3栗 56 F．ヴェロン加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516＋ 42：16．2クビ 11．9�

（仏）

68 エイシンミサイル 牡3鹿 56 M．デムーロ�栄進堂 奥村 豊 新ひだか 前川 勇 492－12 〃 ハナ 3．0�
710 ジャジャウマガール 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼廣崎利洋HD� 河内 洋 新冠 川上牧場 448－ 62：16．41� 7．4�
33 ウインカートゥーン 牡3黒鹿56 池添 謙一�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 480± 02：16．61� 6．6	
69 クーパーズヒル 牡3栗 56 高田 潤加藤 千豊氏 木原 一良 日高 新井 昭二 416－ 42：17．02	 90．5

711 マイネルブランブル 牡3芦 56 F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 502± 02：17．1	 39．8�
（愛）

57 インヴィジブル 牡3黒鹿56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 42：17．73	 24．6�

11 ジョウショー 牡3栗 56
53 ▲三津谷隼人坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 460＋ 22：18．12	 194．3

44 テイエムプリオネ 牝3黒鹿54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 464－ 32：18．63 247．3�
（11頭）

22 エアフォルク 牡3青鹿56 S．フォーリー 近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）
（愛）

45 ゴールデンゲート 牡3黒鹿56 和田 竜二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，787，000円 複勝： 30，951，300円 枠連： 12，288，100円
馬連： 42，718，600円 馬単： 24，529，000円 ワイド： 24，459，500円
3連複： 52，462，700円 3連単： 90，621，100円 計： 300，817，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 420円 � 320円 枠 連（5－8） 1，140円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 940円 �� 500円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 33，160円

票 数

単勝票数 差引計 227870（返還計 584） 的中 � 75647（1番人気）
複勝票数 差引計 309513（返還計 300） 的中 � 98838（1番人気）� 13820（6番人気）� 19675（5番人気）
枠連票数 差引計 122881（返還計 3 ） 的中 （5－8） 8328（5番人気）
馬連票数 差引計 427186（返還計 1761） 的中 �� 15119（9番人気）
馬単票数 差引計 245290（返還計 624） 的中 �� 5072（13番人気）
ワイド票数 差引計 244595（返還計 744） 的中 �� 6587（11番人気）�� 13464（6番人気）�� 2272（22番人気）
3連複票数 差引計 524627（返還計 4283） 的中 ��� 5458（23番人気）
3連単票数 差引計 906211（返還計 5385） 的中 ��� 1981（100番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．4―13．5―13．2―12．4―12．3―12．5―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．3―36．7―50．2―1：03．4―1：15．8―1：28．1―1：40．6―1：52．6―2：04．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードランウェイ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．7．19 中京8着

2013．2．20生 牡3鹿 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔出走取消〕 エアフォルク号は，疾病〔右前管骨々膜炎〕のため出走取消。

ゴールデンゲート号は，疾病〔左前球節部挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 クーパーズヒル号の調教師木原一良は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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。



07007 2月27日 晴 良 （28阪神1）第1日 第7競走 ��1，200�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，57�，牝馬2�減
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
1：08．8
1：08．7

重
重

23 ミキノグランプリ 牡5栗 57
56 ☆岩崎 翼谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 472－ 61：12．0 13．2�

612 ウエスタンラムール 牡4黒鹿57 国分 優作西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 454± 01：12．1� 29．8�
714 ミトノゴールド 牡4栗 57 古川 吉洋ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 B494＋ 21：12．2クビ 10．9�
816 ライムチェイサー 牡4鹿 57 小牧 太杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 484＋ 21：12．3� 10．2�
48 � エンプレスペスカ 牝5青鹿55 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 468－ 2 〃 クビ 151．0�
24 セルリアンコスモ 牡4鹿 57 田中 健�イクタ 川村 禎彦 新冠 ムラカミファーム 520＋161：12．5� 218．9	
11 メイショウカフウ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 490± 0 〃 アタマ 48．1

47 ハーツジュニア 牡4鹿 57 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 496＋ 81：12．6� 2．4�
59 � レディカリビアン 牝5芦 55 M．デムーロ山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 466＋ 21：12．7� 2．8�
510 ブラボーランサー 牡5鹿 57 森 一馬田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 井高牧場 516－161：13．55 127．9
35 スズカブリザード 牡10鹿 57 太宰 啓介永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 514－101：13．6� 73．1�
611 ニシノシュロ 牝5青鹿55 荻野 琢真西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 512＋ 6 〃 アタマ 66．5�
815 スループオブウォー 牡4栗 57 池添 謙一�G1レーシング 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 21：13．7クビ 23．9�
36 バ ル ビ ー ナ 牝4鹿 55 国分 恭介中辻 明氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 500－ 21：13．8� 16．1�
713 ツーエムカイザー 牡4鹿 57 	島 良太水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 500＋ 61：14．01
 71．1�
12 プレシャスロード 牡4青鹿57 菱田 裕二山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 474－ 61：16．7大差 245．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，251，500円 複勝： 35，889，500円 枠連： 16，781，700円
馬連： 62，629，300円 馬単： 33，376，900円 ワイド： 37，546，000円
3連複： 79，587，300円 3連単： 106，457，900円 計： 398，520，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 310円 � 480円 � 330円 枠 連（2－6） 7，510円

馬 連 �� 8，770円 馬 単 �� 23，540円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 1，370円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 20，970円 3 連 単 ��� 173，050円

票 数

単勝票数 計 262515 的中 � 15886（5番人気）
複勝票数 計 358895 的中 � 31545（4番人気）� 18219（7番人気）� 29531（5番人気）
枠連票数 計 167817 的中 （2－6） 1731（23番人気）
馬連票数 計 626293 的中 �� 5530（24番人気）
馬単票数 計 333769 的中 �� 1063（57番人気）
ワイド票数 計 375460 的中 �� 4770（20番人気）�� 7179（15番人気）�� 3894（25番人気）
3連複票数 計 795873 的中 ��� 2846（66番人気）
3連単票数 計1064579 的中 ��� 446（433番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―11．8―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．1―46．9―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．9
3 6，7（3，12）14（1，8）15－（4，16）（5，11，9）10－（2，13） 4 ・（6，7，12）（3，14）（1，8）15，9（4，16）－11，5（10，13）－2

勝馬の
紹 介

ミキノグランプリ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2013．11．23 京都3着

2011．4．25生 牡5栗 母 ミキノモナコ 母母 ユ カ リ 29戦2勝 賞金 40，740，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレシャスロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルエチゴ号

07008 2月27日 晴 良 （28阪神1）第1日 第8競走 ��
��1，400�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 7，500，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

611 ア バ ン サ ル 牡5栗 57 小牧 太今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 520－ 21：24．5 4．9�
59 � エイシンパライソ 牡4栗 57 M．デムーロ�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B506＋ 4 〃 クビ 4．2�
36 エミネントレコード 牡5鹿 57 池添 謙一�G1レーシング 西浦 勝一 千歳 社台ファーム B484± 01：24．92	 22．3�
47 � サウンドジャンゴ 牡4鹿 57 福永 祐一増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables 514－ 2 〃 クビ 12．4�
48 レッドディザーブ 牡4黒鹿57 C．ルメール �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 470－ 21：25．0
 5．4�
714 ダ ン カ ン 牡4鹿 57 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 454－ 21：25．1クビ 17．2	
35 � エイシンサブウェイ 牡4鹿 57 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 494－ 71：25．31 16．1

510� ペプチドムーン 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 476－ 8 〃 ハナ 104．2�
24 � グランノーヴァ 牡4栗 57 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 武田 博 新ひだか 岡田スタツド 478－131：25．4
 104．7�
23 � リッカクロフネ 牡4芦 57 丸山 元気立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 474－ 41：25．61� 94．4
713� トーホウバード 牡4黒鹿57 太宰 啓介東豊物産� 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 448± 01：25．7クビ 138．7�
12 エ イ ム ハ イ 牡4鹿 57 川田 将雅前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 4 〃 クビ 7．9�
815�� オーバーウェルム 牡4黒鹿57 F．ベリー �Basic 池上 昌和 加 Ballycroy

Training Centre 444± 01：25．8	 7．0�
（愛）

612� トーホウシルエット 牡4栗 57 酒井 学東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 500－ 81：25．9	 173．9�
816 タイガーボス 牡4鹿 57 熊沢 重文伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 462± 01：26．11� 17．6�
11 � トップオブテーラー 牡4鹿 57 国分 優作中西 浩一氏 石橋 守 日高 北田 剛 512＋ 41：27．16 58．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，694，400円 複勝： 48，386，900円 枠連： 19，957，400円
馬連： 73，434，500円 馬単： 31，745，100円 ワイド： 42，638，900円
3連複： 96，721，400円 3連単： 114，710，200円 計： 459，288，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 180円 � 470円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，160円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 21，950円

票 数

単勝票数 計 316944 的中 � 50748（2番人気）
複勝票数 計 483869 的中 � 93350（1番人気）� 74952（2番人気）� 19890（10番人気）
枠連票数 計 199574 的中 （5－6） 14101（4番人気）
馬連票数 計 734345 的中 �� 45676（1番人気）
馬単票数 計 317451 的中 �� 10193（3番人気）
ワイド票数 計 426389 的中 �� 25659（2番人気）�� 9193（13番人気）�� 4694（31番人気）
3連複票数 計 967214 的中 ��� 12138（15番人気）
3連単票数 計1147102 的中 ��� 3788（41番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―12．5―12．4―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．0―46．5―58．9―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア バ ン サ ル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Kris デビュー 2013．12．1 阪神8着

2011．3．14生 牡5栗 母 キ シ ャ リ 母母 Reema 21戦2勝 賞金 29，000，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走状況〕 グランノーヴァ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 ダンガンコゾウ号
※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。



07009 2月27日 曇 良 （28阪神1）第1日 第9競走 ��
��1，600�

た ん ば

丹 波 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，27．2．28以降28．2．21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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

714 ネオスターダム 牡4黒鹿55 C．ルメール 一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 496＋161：34．9 8．4�
510 キミノナハセンター 牡5鹿 57 F．ヴェロン山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490＋181：35．0� 26．2�

（仏）

23 サウンドアプローズ 牡4黒鹿56 F．ベリー 増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 494＋ 21：35．1クビ 5．5�
（愛）

48 トウショウピスト 牡4鹿 55 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 492－101：35．2� 28．5�
611 ティーエスクライ 牝4芦 53 和田 竜二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 458－ 2 〃 アタマ 29．4�
47 ジョーウォルター 牡5鹿 54 S．フォーリー 上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 466－ 41：35．3� 27．3	

（愛）

612 レッドオーラム 牝5鹿 52 武 豊 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 ハナ 12．3

35 ディープウェーブ 牡6青鹿54 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋101：35．4� 47．0�
24 アサクサティアラ 牝6青鹿53 丸山 元気田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 444－ 8 〃 アタマ 25．6�
12 ショウボート 牡4栗 56 M．デムーロ馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 2．1
815 アルパーシャン 牡4栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 464＋ 41：35．5クビ 7．5�
11 ナムラアッパー 牡5鹿 54 酒井 学奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 426＋ 2 〃 クビ 53．8�
36 レッドアルティスタ 牡4鹿 54 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 470－ 21：35．6クビ 41．3�
713 アドマイヤライン 牡6青鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 452－ 21：35．7� 33．4�
816 ラスカルトップ 牡7鹿 53 古川 吉洋永井 宏明氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 452－ 61：36．01� 523．5�
59 キンショータイム 牡6栗 52 三津谷隼人礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 496－ 61：36．1� 305．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，254，800円 複勝： 75，267，100円 枠連： 27，317，700円
馬連： 126，656，100円 馬単： 56，297，300円 ワイド： 66，003，200円
3連複： 157，685，800円 3連単： 216，485，100円 計： 772，967，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 310円 � 750円 � 210円 枠 連（5－7） 7，840円

馬 連 �� 11，940円 馬 単 �� 21，430円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 1，210円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 25，680円 3 連 単 ��� 165，030円

票 数

単勝票数 計 472548 的中 � 44940（4番人気）
複勝票数 計 752671 的中 � 64345（4番人気）� 21998（11番人気）� 108782（2番人気）
枠連票数 計 273177 的中 （5－7） 2699（24番人気）
馬連票数 計1266561 的中 �� 8219（34番人気）
馬単票数 計 562973 的中 �� 1970（61番人気）
ワイド票数 計 660032 的中 �� 4917（33番人気）�� 14497（8番人気）�� 4643（37番人気）
3連複票数 計1576858 的中 ��� 4605（74番人気）
3連単票数 計2164851 的中 ��� 951（444番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．8―12．3―12．5―11．4―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．2―48．5―1：01．0―1：12．4―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．9
3 8，11（4，10，16）（3，12）（7，14）1（6，15）2（5，13）－9 4 8（11，16）（4，10，14）（3，12，15）（7，13）1（6，5）2，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ネオスターダム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．7．26 中京7着

2012．3．6生 牡4黒鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 14戦3勝 賞金 50，760，000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。

07010 2月27日 曇 良 （28阪神1）第1日 第10競走 ��
��2，400�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

611 ラブラバード 牡6芦 57 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508－ 22：26．2 19．6�

23 ヤマイチパートナー 牡6栗 57 太宰 啓介坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 506± 02：26．41� 140．1�
35 マキシマムドパリ 牝4芦 54 武 豊 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 452＋ 62：26．5� 2．9�
11 ア ル タ ー 	4栗 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 514＋102：26．81� 3．8�
815 ペンタトニック 牡5栗 57 M．デムーロ吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B494－ 22：26．9
 3．4	
713 レッドルーラー 牡6鹿 57 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 47．7

34 ジ ェ ラ ル ド 	7栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 488± 02：27．0クビ 18．3�
712 マイネルアイザック 牡7黒鹿57 和田 竜二 �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 B466－ 62：27．21� 227．0�
58 モ ビ ー ル 牡8鹿 57 F．ベリー 吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 462－18 〃 アタマ 107．6

（愛）

610 ジュンスパーヒカル 牡4鹿 56 S．フォーリー 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 42：27．3� 7．9�
（愛）

814 アドマイヤケルソ 牡8栗 57 F．ヴェロン近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486－ 22：27．62 58．7�
（仏）

22 トウカイオーロラ 牡9黒鹿57 四位 洋文内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 488＋ 82：27．7� 197．2�
46 マイティースコール 牡8栗 57 小林 徹弥小川 勲氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 22：27．91� 41．2�
47 ダノンマックイン 牡8黒鹿57 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 488－ 42：28．11� 80．1�
59 ヘミングウェイ 	6黒鹿57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－102：28．2クビ 31．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 60，278，000円 複勝： 80，248，100円 枠連： 33，151，300円
馬連： 157，457，300円 馬単： 68，608，800円 ワイド： 73，471，500円
3連複： 208，688，800円 3連単： 292，892，700円 計： 974，796，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 460円 � 2，210円 � 160円 枠 連（2－6） 11，690円

馬 連 �� 138，190円 馬 単 �� 191，280円

ワ イ ド �� 23，240円 �� 1，350円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 94，280円 3 連 単 ��� 1，256，490円

票 数

単勝票数 計 602780 的中 � 24570（6番人気）
複勝票数 計 802481 的中 � 40394（6番人気）� 7236（14番人気）� 174324（2番人気）
枠連票数 計 331513 的中 （2－6） 2197（26番人気）
馬連票数 計1574573 的中 �� 883（88番人気）
馬単票数 計 686088 的中 �� 269（151番人気）
ワイド票数 計 734715 的中 �� 798（85番人気）�� 14427（12番人気）�� 3759（40番人気）
3連複票数 計2086888 的中 ��� 1660（148番人気）
3連単票数 計2928927 的中 ��� 169（1180番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．9―12．6―12．1―12．2―12．4―12．5―12．0―11．3―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―25．0―37．9―50．5―1：02．6―1：14．8―1：27．2―1：39．7―1：51．7―2：03．0―2：14．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラブラバード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Kaldoun デビュー 2012．9．1 札幌8着

2010．2．4生 牡6芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 24戦5勝 賞金 79，555，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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を表示している。



07011 2月27日 曇 良 （28阪神1）第1日 第11競走 ��
��1，600�第25回アーリントンカップ（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

アーリントンパーク競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

46 レインボーライン 牡3鹿 56 M．デムーロ三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：34．1 6．8�
712 ダンツプリウス 牡3鹿 56 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 506＋ 2 〃 ハナ 20．4�
815 ロワアブソリュー 牡3鹿 56 F．ヴェロン �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 13．4�

（仏）

59 レ オ ナ ル ド 牡3鹿 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442＋ 2 〃 クビ 7．0�

610 アーバンキッド 牡3鹿 56 F．ベリー �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 アタマ 4．5�
（愛）

611 ヒルノマゼラン 牡3黒鹿56 古川 吉洋	ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 496＋ 21：34．2クビ 6．2

713 ビップライブリー 牡3栗 56 小牧 太鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 464－ 21：34．3	 27．6�
35 ボールライトニング 牡3栗 57 福永 祐一 	グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 510＋ 4 〃 クビ 4．9
23 ウェーブヒーロー 牡3鹿 56 和田 竜二万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 500＋121：34．4	 233．8�
814 オデュッセウス 牡3鹿 56 武 豊ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478－ 21：34．5クビ 15．3�
11 
 マ デ ィ デ ィ 牡3鹿 56 S．フォーリー 	ラ・メール 友道 康夫 米

Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

462－ 4 〃 クビ 42．3�
（愛）

47 シゲルノコギリザメ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 谷 潔 浦河 ガーベラパー
クスタツド 482＋101：34．71� 12．6�

34 メイショウカネサダ 牡3栗 56 酒井 学松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日進牧場 498－ 41：35．12	 45．9�
22 パールフューチャー 牡3黒鹿56 C．ルメール H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 鎌田 正嗣 494＋ 61：35．41� 35．3�

（14頭）
58 ロードブレイド 牡3鹿 56 池添 謙一 	ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 490－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 129，922，600円 複勝： 205，956，300円 枠連： 89，232，500円
馬連： 429，121，000円 馬単： 162，385，100円 ワイド： 203，214，700円
3連複： 644，927，700円 3連単： 868，834，700円 計： 2，733，594，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 280円 � 520円 � 470円 枠 連（4－7） 2，870円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 2，080円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 33，820円 3 連 単 ��� 194，110円

票 数

単勝票数 差引計1299226（返還計 14649） 的中 � 152730（4番人気）
複勝票数 差引計2059563（返還計 24162） 的中 � 213944（5番人気）� 98759（9番人気）� 111321（8番人気）
枠連票数 差引計 892325（返還計 2952） 的中 （4－7） 24033（12番人気）
馬連票数 差引計4291210（返還計124817） 的中 �� 56888（27番人気）
馬単票数 差引計1623851（返還計 49952） 的中 �� 11343（47番人気）
ワイド票数 差引計2032147（返還計 64926） 的中 �� 26621（25番人気）�� 25376（29番人気）�� 10538（56番人気）
3連複票数 差引計6449277（返還計300559） 的中 ��� 14301（118番人気）
3連単票数 差引計8688347（返還計417615） 的中 ��� 3245（661番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．0―34．4―46．7―59．1―1：10．5―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．0
3 7（2，9）（4，11）（3，10）－12（5，13，6）15，1，14 4 7，9（2，11）（10，12，6）（3，4）（5，13）（1，15）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レインボーライン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．8．2 札幌2着

2013．4．1生 牡3鹿 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト 8戦3勝 賞金 62，608，000円
〔競走除外〕 ロードブレイド号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 レインボーライン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ダンツプリウス号の騎手丸山元気は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）

レインボーライン号の騎手M．デムーロは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13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。

07012 2月27日 曇 良 （28阪神1）第1日 第12競走 ��2，000�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
2：01．0
2：01．0

不良
不良

712 エンキンドル 牡5青 57 F．ヴェロン H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B578－ 62：05．9 5．6�

（仏）

33 オ ル ナ 牡4鹿 56 小牧 太�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 514± 0 〃 ハナ 4．5�
814 サンタエヴィータ 牝5栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 4 〃 アタマ 3．8�
45 ディーセントワーク 牡5黒鹿57 S．フォーリー �サンデーレーシング 松下 武士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 42：06．64 17．6�
（愛）

22 トゥヴァビエン 牡6黒鹿57 高田 潤玉井 宏和氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 524－ 22：06．7� 33．9	
11 ストロベリーキング �5黒鹿57 水口 優也田頭 勇貴氏 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 474－ 42：06．91� 8．2

58 ヴ ィ ッ セ ン 牡5鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－122：07．0	 3．1�
711 スズカカイゼル 牡6鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 484－142：07．1クビ 134．5�
46 フミノインパルス 牡4黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人谷 二氏 目野 哲也 日高 白瀬 盛雄 498－ 22：07．2	 100．7
69 ゴ ダ ー ル 牡6黒鹿57 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 496－ 22：07．3	 95．5�
813
 ダイシンロイ 牡5黒鹿57 武 豊大八木信行氏 吉田 直弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 72：07．62 33．6�
610
 ヤマカツティラノ 牡7鹿 57 熊沢 重文山田 和夫氏 高橋 康之 新ひだか 岡田牧場 490± 02：08．34 312．4�
57 ブレーヴマン 牡4鹿 56 国分 優作栗山 良子氏 羽月 友彦 平取 北島牧場 446＋ 62：08．51	 252．6�

（13頭）
34 ヴォルケンクラッツ 牡5黒鹿57 和田 竜二 �シルクレーシング 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，094，900円 複勝： 64，713，500円 枠連： 24，911，000円
馬連： 128，895，600円 馬単： 50，553，800円 ワイド： 54，274，200円
3連複： 141，119，800円 3連単： 218，126，300円 計： 726，689，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 170円 � 140円 枠 連（3－7） 1，650円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 460円 �� 450円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 12，040円

票 数

単勝票数 計 440949 的中 � 62462（4番人気）
複勝票数 計 647135 的中 � 91675（4番人気）� 93611（3番人気）� 132008（2番人気）
枠連票数 計 249110 的中 （3－7） 11685（8番人気）
馬連票数 計1288956 的中 �� 69909（6番人気）
馬単票数 計 505538 的中 �� 11746（17番人気）
ワイド票数 計 542742 的中 �� 29777（7番人気）�� 30651（6番人気）�� 36215（3番人気）
3連複票数 計1411198 的中 ��� 60713（5番人気）
3連単票数 計2181263 的中 ��� 13126（42番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．7―14．1―13．2―13．0―12．7―11．8―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―36．1―50．2―1：03．4―1：16．4―1：29．1―1：40．9―1：53．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンキンドル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Quiet American デビュー 2013．8．18 小倉12着

2011．5．20生 牡5青 母 ラヴィングプライド 母母 Yafill 20戦4勝 賞金 48，050，000円
〔出走取消〕 ヴォルケンクラッツ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※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。



（28阪神1）第1日 2月27日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

242，820，000円
2，530，000円
10，100，000円
1，750，000円
27，050，000円
72，532，500円
4，944，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
475，231，200円
792，628，200円
298，427，600円
1，252，988，500円
558，931，200円
648，669，500円
1，706，333，700円
2，348，153，800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 8，081，363，700円

総入場人員 13，068名 （有料入場人員 12，240名）
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