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07013 2月28日 晴 良 （28阪神1）第2日 第1競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

814 ダノンフェイス 牡3黒鹿56 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 524－ 21：24．9 1．1�
22 ヴ ェ ゼ ー ル 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 538＋ 21：25．32� 11．2�
611 シゲルサンマ 牡3黒鹿56 太宰 啓介森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 522－ 21：26．25 239．8�
11 ゼットマックイーン 牡3鹿 56 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか 広田牧場 452± 01：26．41� 106．7�
34 メイカーズムービー 	3黒鹿56 藤岡 康太髙嶋 祐子氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 442－ 81：26．5クビ 37．3	
815 アスターオーシャン 牡3鹿 56

54 △城戸 義政加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 480－ 41：26．71� 42．0

46 ナムラムサシ 牡3鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 452± 0 〃 クビ 41．9�
58 キクノテソロ 牡3鹿 56 丸山 元気菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 488＋181：26．8
 317．5�
713 シルバーメール 牝3鹿 54 松山 弘平松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 432－ 21：26．9� 47．3
35 コスモタウルス 牡3青鹿 56

53 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 21：27．1
 370．6�
610 クリノプラハ 牡3鹿 56 高倉 稜栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 556＋ 2 〃 アタマ 236．6�
59 リヴァイタライズ 牡3青鹿56 S．フォーリー �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 アタマ 59．6�

（愛）

47 チ ェ ダ ー 	3栗 56 国分 優作四本 昭弘氏 金成 貴史 新ひだか タイヘイ牧場 468± 01：27．31� 503．9�
23 � マテラヴィクトリー 牡3栗 56 武 豊大野 照旺氏 森 秀行 米 Boolteenagh

Bloodstock 472＋ 91：27．4� 20．9�
712 クインズウラヌス 牡3芦 56 秋山真一郎 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 浦河 杵臼牧場 462－ 41：27．82� 358．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，391，000円 複勝： 126，078，500円 枠連： 15，986，900円
馬連： 50，847，700円 馬単： 42，650，200円 ワイド： 37，077，700円
3連複： 80，989，700円 3連単： 162，627，900円 計： 558，649，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 130円 � 870円 枠 連（2－8） 170円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，850円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 10，390円

票 数

単勝票数 計 423910 的中 � 329881（1番人気）
複勝票数 計1260785 的中 � 1027334（1番人気）� 76150（2番人気）� 5105（10番人気）
枠連票数 計 159869 的中 （2－8） 68904（1番人気）
馬連票数 計 508477 的中 �� 131903（1番人気）
馬単票数 計 426502 的中 �� 92406（1番人気）
ワイド票数 計 370777 的中 �� 75734（1番人気）�� 4186（20番人気）�� 2491（27番人気）
3連複票数 計 809897 的中 ��� 10266（20番人気）
3連単票数 計1626279 的中 ��� 11339（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．5―47．8―59．9―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンフェイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．2．7 東京2着

2013．3．30生 牡3黒鹿 母 アイアムカミノマゴ 母母 アイアムザウィナー 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 クインズウラヌス号の調教師田島俊明は，馬場入場時に同馬の右頬革の尾錠が外れたことについて戒告。
※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。

07014 2月28日 晴 良 （28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

59 ダノンアローダ 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 528± 01：53．9 2．1�
48 タマモアルム 牡3鹿 56 藤岡 康太タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 508－ 61：54．11� 3．8�
11 ミュートロギア 牡3青鹿56 四位 洋文 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 21：54．52� 6．8�
47 ツジラピテス 牡3栗 56 池添 謙一辻 俊夫氏 田中 章博 新ひだか シンボリ牧場 480－ 2 〃 ハナ 7．3�
816 トウシンダイヤ 牡3栗 56 和田 竜二�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 538＋ 41：54．81� 6．4�
23 ダブルアックス 牡3黒鹿56 太宰 啓介田邉 廣己氏 西橋 豊治 むかわ 東振牧場 488－ 21：54．9� 57．7	
12 スプレーモゲレイロ 牡3鹿 56 �島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 454＋ 21：55．0� 164．9

36 ソレイユロワイヤル 牡3鹿 56 松山 弘平 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 464± 01：55．21� 40．2�
612 フォルテミノル 牡3鹿 56 国分 優作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか 折手牧場 482± 01：55．41� 343．9
714 ベストインザスカイ 牡3鹿 56 畑端 省吾飯田 正剛氏 �島 一歩 新ひだか 千代田牧場 502± 01：55．82� 106．1�
611 ネオヴァンプアップ 牡3鹿 56 秋山真一郎小林 仁幸氏 音無 秀孝 日高 メイプルファーム 460－ 41：55．9クビ 109．3�
815 モズリンリン 牡3鹿 56 F．ヴェロン �キャピタル・システム 村山 明 日高 日高大洋牧場 B466± 01：56．21� 171．9�

（仏）

35 カシノジョウネツ 牡3鹿 56 水口 優也柏木 務氏 日吉 正和 日高 川端 正博 536± 01：56．3� 564．8�
24 サダムギフテッド 牡3鹿 56 小牧 太大西 定氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 482－ 21：56．51� 178．0�
713 サトノシンゲキ 牡3鹿 56 杉原 誠人里見 治氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 496－ 21：56．81� 432．5�
510 バナーワーク 牡3栗 56 国分 恭介吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 448－121：58．5大差 660．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，842，600円 複勝： 53，625，200円 枠連： 15，719，000円
馬連： 54，610，600円 馬単： 33，657，800円 ワイド： 34，180，300円
3連複： 76，769，200円 3連単： 117，669，600円 計： 412，074，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（4－5） 260円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 180円 �� 290円 �� 400円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 2，700円

票 数

単勝票数 計 258426 的中 � 96099（1番人気）
複勝票数 計 536252 的中 � 257996（1番人気）� 81285（2番人気）� 51975（4番人気）
枠連票数 計 157190 的中 （4－5） 46361（1番人気）
馬連票数 計 546106 的中 �� 93478（1番人気）
馬単票数 計 336578 的中 �� 34574（1番人気）
ワイド票数 計 341803 的中 �� 58262（1番人気）�� 28430（3番人気）�� 18840（6番人気）
3連複票数 計 767692 的中 ��� 70111（2番人気）
3連単票数 計1176696 的中 ��� 31511（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―37．7―50．3―1：03．2―1：15．9―1：28．5―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンアローダ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．11．8 京都3着

2013．1．31生 牡3鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 4戦1勝 賞金 10，800，000円
〔制裁〕 トウシンダイヤ号の騎手和田竜二は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ゴーストノート号・ジューンフォルテ号
※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２日



07015 2月28日 晴 良 （28阪神1）第2日 第3競走 ��
��1，600�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
1：32．0
1：30．7

良
良

815 ハクサンルドルフ 牡3黒鹿56 国分 恭介河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 460－ 41：35．3 7．8�
611 ファンタサイズ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 444＋101：35．4� 5．6�
23 ショーストーム 牡3鹿 56 藤岡 康太吉冨 学氏 森田 直行 浦河 酒井牧場 474＋ 4 〃 クビ 20．9�
36 フェザリータッチ 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446± 01：35．5� 2．6�
24 サワヤカミスター 牡3栗 56 竹之下智昭永井 秀貴氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458＋ 41：35．6� 27．1�
11 インペラトーレ 牡3鹿 56 丸山 元気吉澤 克己氏 松田 国英 新ひだか 桜井牧場 460＋121：35．7� 15．5	
59 センショウレイナ 牝3鹿 54 武 豊川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：35．91	 35．3

816 セ ネ ッ テ ィ 牡3鹿 56 松山 弘平 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 496＋ 21：36．0� 31．5�
714 トウシンスパーク 牡3黒鹿56 和田 竜二�サトー 浅見 秀一 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 4 〃 クビ 208．1
35 ダノンハナフブキ 牡3鹿 56 F．ヴェロン�ダノックス 千田 輝彦 日高 オリオンファーム 446－ 41：36．21	 3．6�

（仏）

12 アタックガール 牝3青鹿54 武 幸四郎長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 424± 01：36．41	 49．2�
510 テイエムオールマル 牝3栗 54

52 △城戸 義政竹園 正繼氏 奥村 豊 浦河 室田 千秋 412＋ 61：36．72 800．7�
713 アルーリングハート 牝3栗 54 高倉 稜吉田 和子氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 61：36．91	 144．2�
612 ジ ュ ラ ー レ 牝3鹿 54 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 新ひだか 松田牧場 416± 01：37．11	 34．3�
47 オレカーニバル 牡3鹿 56 秋山真一郎髙嶋 祐子氏 藤岡 健一 浦河 有限会社

吉田ファーム 472－ 41：37．95 75．9�
48 メイショウムラサメ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496 ―1：39．28 80．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，525，500円 複勝： 46，338，600円 枠連： 17，561，100円
馬連： 56，442，100円 馬単： 30，917，200円 ワイド： 39，145，300円
3連複： 85，772，400円 3連単： 111，471，400円 計： 415，173，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 230円 � 540円 枠 連（6－8） 1，850円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，240円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 11，770円 3 連 単 ��� 54，420円

票 数

単勝票数 計 275255 的中 � 28059（4番人気）
複勝票数 計 463386 的中 � 46442（4番人気）� 59299（3番人気）� 19333（6番人気）
枠連票数 計 175611 的中 （6－8） 7340（6番人気）
馬連票数 計 564421 的中 �� 16166（8番人気）
馬単票数 計 309172 的中 �� 4286（18番人気）
ワイド票数 計 391453 的中 �� 10521（9番人気）�� 4396（22番人気）�� 6976（14番人気）
3連複票数 計 857724 的中 ��� 5465（35番人気）
3連単票数 計1114714 的中 ��� 1485（163番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．5―12．1―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．1―48．6―1：00．7―1：12．0―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクサンルドルフ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Theatrical デビュー 2016．2．7 京都3着

2013．5．16生 牡3黒鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 メイショウムラサメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ジェットバローズ号・ライジョー号
※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。

07016 2月28日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （28阪神1）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，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3：15．7良・良

811 ピ ン ク マ ン 牡4黒鹿59 熊沢 重文福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 456－ 43：21．9 1．8�
68 ヤマニンブルジョン 牡6栗 60 中村 将之土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 496± 03：23．07 9．7�
11 ハクユウドルフィン 牡5青鹿60 難波 剛健 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 460± 03：23．53 8．9�
710 ロンギングケイシー 牡5黒鹿60 大江原 圭坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 17．1�
67 ル ー 牡6鹿 60 山本 康志武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 464－ 83：23．6クビ 60．6�
44 メイショウツガル 牡8鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 478＋ 83：23．81� 11．6	
33 メイショウライウン 牡5鹿 60 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 470＋123：24．22� 52．5

22 クリノイザナミ 牝5青 58 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 446＋ 43：25．9大差 22．7�
812 ドリームポリーニ 牡4栗 59 植野 貴也ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 470－ 23：26．11 135．4�
79 サーシスリーフ 牡6鹿 60 黒岩 悠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 日高 豊洋牧場 496± 03：27．16 32．6
55 レ デ ィ ー 牝6鹿 58 小坂 忠士土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 438＋ 23：27．2� 44．6�
56 スズカシャトル 牡5鹿 60 林 満明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 486± 0 （競走中止） 4．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，585，900円 複勝： 26，625，100円 枠連： 11，322，900円
馬連： 37，578，700円 馬単： 26，871，800円 ワイド： 22，962，200円
3連複： 56，569，600円 3連単： 98，195，900円 計： 299，712，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 230円 � 170円 枠 連（6－8） 880円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 450円 �� 310円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 7，440円

票 数

単勝票数 計 195859 的中 � 83933（1番人気）
複勝票数 計 266251 的中 � 131217（1番人気）� 16219（4番人気）� 25081（3番人気）
枠連票数 計 113229 的中 （6－8） 9922（4番人気）
馬連票数 計 375787 的中 �� 26123（3番人気）
馬単票数 計 268718 的中 �� 14171（3番人気）
ワイド票数 計 229622 的中 �� 13034（4番人気）�� 21132（2番人気）�� 4234（17番人気）
3連複票数 計 565696 的中 ��� 18210（6番人気）
3連単票数 計 981959 的中 ��� 9565（16番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 52．1－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
11，7，8－（10，1）（9，4）5，3－2－12
11，8，7（10，1）－3，4，2（9，5）＝12

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

勝馬の
紹 介

ピ ン ク マ ン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Alhaarth デビュー 2014．8．3 札幌8着

2012．4．4生 牡4黒鹿 母 ビ シ ャ ー ラ 母母 Majmu 障害：3戦1勝 賞金 11，250，000円
〔競走中止〕 スズカシャトル号は，1号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ロンギングケイシー号の騎手大江原圭は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



07017 2月28日 晴 良 （28阪神1）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・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
1：57．8
1：56．1

良
良

714 ブレッシングテレサ 牝3青鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476 ―2：02．7 6．5�
713 エイシンティンクル 牝3芦 54 武 豊�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 494 ―2：02．91� 1．4�
611 ガラスダマノピアス 牝3鹿 54 国分 優作副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 466 ―2：03．32 26．4�
59 ウォーターシャウト 牡3青鹿56 武 幸四郎山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 500 ―2：03．62 19．6�
816 ハギノカエラ 牝3栗 54 川田 将雅安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 414 ―2：03．7� 30．2	
12 エアビートワン 牡3栗 56 池添 謙一 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 436 ―2：04．33� 36．7

23 デ ィ モ ン ド 牡3芦 56 高倉 稜大八木信行氏 谷 潔 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470 ― 〃 アタマ 194．6�
24 エアエマイユ 牝3栗 54

53 ☆岩崎 翼 �ラッキーフィールド池添 学 千歳 社台ファーム 398 ― 〃 クビ 72．9�
36 ラヴェラータ 牝3栗 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468 ―2：04．61	 12．1
47 アルファヴィル 牡3芦 56 松山 弘平三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 458 ―2：04．7クビ 16．5�
35 スターサンド 牡3栗 56 太宰 啓介窪田 康志氏 西園 正都 日高 下河辺牧場 500 ― 〃 クビ 140．0�
612 ドリームプランナー 牝3鹿 54 田中 博康五影 隆則氏 石橋 守 新ひだか フジワラフアーム 430 ―2：04．91
 322．2�
510 フェリアデアブリル �3黒鹿56 �島 良太岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新冠 オリエント牧場 450 ―2：05．11 340．9�
48 モーヴァンヒル 牝3栗 54 F．ヴェロン 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 446 ―2：05．84 43．8�
（仏）

11 オヤマホクト 牡3鹿 56 小林 徹弥加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 428 ―2：06．22� 262．5�

815 リンドバーグ 牡3黒鹿56 和田 竜二堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 橋本牧場 512 ―2：06．73 20．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，522，400円 複勝： 91，454，400円 枠連： 17，162，500円
馬連： 54，586，400円 馬単： 41，037，000円 ワイド： 32，218，600円
3連複： 72，155，700円 3連単： 124，543，600円 計： 467，680，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 140円 � 110円 � 300円 枠 連（7－7） 360円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，310円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 13，140円

票 数

単勝票数 計 345224 的中 � 41924（2番人気）
複勝票数 計 914544 的中 � 61093（2番人気）� 677996（1番人気）� 18399（6番人気）
枠連票数 計 171625 的中 （7－7） 36861（1番人気）
馬連票数 計 545864 的中 �� 120562（1番人気）
馬単票数 計 410370 的中 �� 24010（4番人気）
ワイド票数 計 322186 的中 �� 54753（1番人気）�� 5186（14番人気）�� 14707（5番人気）
3連複票数 計 721557 的中 ��� 25050（5番人気）
3連単票数 計1245436 的中 ��� 6871（39番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―13．4―13．2―12．6―12．2―12．1―11．5―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―37．6―50．8―1：03．4―1：15．6―1：27．7―1：39．2―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0
1
3
11，14，7，9，13，1（3，10，16）2，15（4，8）5－12，6
11，14，13（7，9）（1，16）（3，10）－2，8（15，5）（4，6）12

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

勝馬の
紹 介

ブレッシングテレサ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

2013．3．5生 牝3青鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 エイシンティンクル号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アスターサムソン号・アドヴァンス号・エイシンジーン号・スマートマリウス号・ルエールダルジャン号
※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。

07018 2月28日 晴 良 （28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50分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

77 ミ ス キ ラ ラ 牝3黒鹿54 池添 謙一窪田 康志氏 池添 学 新冠 若林牧場 494＋121：12．1 1．3�
810 デピュティスカイ 牡3鹿 56 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 474－ 21：12．63 7．3�
22 ヨ シ オ 牡3鹿 56 小牧 太仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464± 01：12．81� 15．2�
89 シゲルクロマグロ 牡3黒鹿56 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 大北牧場 512± 01：13．22� 76．1�
33 ペイシャオトメ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 456－ 81：13．3	 100．4�
44 ガ ウ ェ イ ン 牡3鹿 56 太宰 啓介西森 鶴氏 目野 哲也 平取 二風谷ファーム 490－ 2 〃 アタマ 117．5�
78 シゲルオキサワラ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政森中 蕃氏 柴田 光陽 新冠 中地 義次 446－ 61：13．51� 130．6	
66 ダンツエンペラー 牡3鹿 56 藤岡 康太山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 41：13．82 5．0

55 タガノファサネイト 牡3鹿 56 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋181：13．9クビ 37．6�
11 
 シニスターブレイク 牡3鹿 56 和田 竜二�槇本牧場 柴田 光陽 日高 槇本牧場 448－ 8 〃 クビ 29．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，872，700円 複勝： 117，803，400円 枠連： 10，997，300円
馬連： 52，666，900円 馬単： 44，997，800円 ワイド： 33，151，300円
3連複： 69，338，800円 3連単： 183，499，500円 計： 544，327，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 � 170円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 180円 �� 310円 �� 620円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 2，030円

票 数

単勝票数 計 318727 的中 � 191321（1番人気）
複勝票数 計1178034 的中 � 953639（1番人気）� 63235（3番人気）� 36704（4番人気）
枠連票数 計 109973 的中 （7－8） 25767（2番人気）
馬連票数 計 526669 的中 �� 123899（2番人気）
馬単票数 計 449978 的中 �� 85658（2番人気）
ワイド票数 計 331513 的中 �� 56095（2番人気）�� 26100（3番人気）�� 11330（8番人気）
3連複票数 計 693388 的中 ��� 54307（3番人気）
3連単票数 計1834995 的中 ��� 65258（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―11．7―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．5―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ス キ ラ ラ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 バ ゴ デビュー 2015．9．26 阪神2着

2013．4．20生 牝3黒鹿 母 マルタカキララ 母母 ミススマコバ 4戦2勝 賞金 17，000，000円



07019 2月28日 晴 良 （28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 7，500，000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
1：48．5
1：47．8

重
重

56 キングルアウ 牡4鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム B500＋ 41：52．6 4．1�
811 ドラゴンバローズ 牡4栗 56 S．フォーリー 猪熊 広次氏 武田 博 新ひだか ヒサイファーム 496＋ 21：53．02� 3．1�

（愛）

68 ワールドリースター 牡4鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋201：53．1� 6．4�

22 メイショウクオン 牡4鹿 56
54 △城戸 義政松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 508－121：53．41� 7．8�

44 アースシンフォニー 牡4鹿 56 太宰 啓介	ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 須崎牧場 B490－ 21：53．61� 11．8

79 セレブレイトソング 	4栗 56 和田 竜二 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム B484－ 61：53．7� 14．5�
710 ヨドノナイト 牡4鹿 56 武 豊海原 聖一氏 松元 茂樹 新冠 ヒノデファーム 496＋ 21：54．44 6．1�
11 アイファーマグオー 牡4栗 56 池添 謙一中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 496＋ 2 〃 ハナ 139．7
33 パープルパルピナ 牡5鹿 57 高倉 稜中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 三石川上牧場 498－ 21：54．82� 128．7�
67 デヴァスタシオン 牡4栃栗56 F．ヴェロン一村 哲也氏 
島 一歩 千歳 社台ファーム 518－ 21：55．97 13．2�

（仏）

55 � アイファーハート 牝4黒鹿54 柴田 未崎中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 B454－ 21：56．0� 290．9�
812� フロイラインシチー 牝4鹿 54

53 ☆岩崎 翼�飛野牧場 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 458－ 21：57．49 218．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，403，800円 複勝： 38，494，800円 枠連： 13，739，700円
馬連： 68，661，500円 馬単： 32，545，400円 ワイド： 35，173，100円
3連複： 85，502，500円 3連単： 121，787，600円 計： 422，308，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 130円 � 180円 枠 連（5－8） 680円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 270円 �� 510円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 8，100円

票 数

単勝票数 計 264038 的中 � 50334（2番人気）
複勝票数 計 384948 的中 � 64734（2番人気）� 85673（1番人気）� 47966（5番人気）
枠連票数 計 137397 的中 （5－8） 15656（3番人気）
馬連票数 計 686615 的中 �� 69337（1番人気）
馬単票数 計 325454 的中 �� 14075（4番人気）
ワイド票数 計 351731 的中 �� 36840（1番人気）�� 16270（8番人気）�� 21524（3番人気）
3連複票数 計 855025 的中 ��� 47615（1番人気）
3連単票数 計1217876 的中 ��� 10892（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．9―12．7―12．6―12．6―12．3―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．7―49．4―1：02．0―1：14．6―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングルアウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2014．12．14 中山10着

2012．1．24生 牡4鹿 母 リュートフルシティ 母母 クリックヒア 12戦2勝 賞金 17，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ドラゴンバローズ号の騎手S．フォーリーは，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10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。

07020 2月28日 晴 良 （28阪神1）第2日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・右・外）
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
1：32．0
1：30．7

良
良

47 ヒルノマテーラ 牝5黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 464＋ 61：34．2 4．1�
23 ダイシンカレラ 牡4黒鹿57 S．フォーリー 大八木信行氏 庄野 靖志 日高 中原牧場 484＋161：34．41� 11．5�

（愛）

713 リヴィエール 牝5芦 55 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 468－ 61：34．5	 10．1�
510 アドマイヤキンカク 牡6鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444－ 81：34．6
 3．9�
59 ペガサスボス 牡4黒鹿57 武 豊�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 516－ 4 〃 クビ 3．3	
11 ノーブルルージュ 牝4黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 門別牧場 454＋ 61：34．81� 37．2

48 エーシンマイェスタ 牡6黒鹿57 太宰 啓介�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 548＋ 4 〃 ハナ 9．9�
24 エリタージュゲラン 牡5鹿 57 �島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石橋 守 日高 白井牧場 458－ 81：34．9
 291．9�
714 エドノジョンソン 牡4鹿 57 柴田 未崎遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 462± 01：35．0クビ 286．6
815 ナムラマサシゲ 牡5栗 57

54 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 520－ 11：35．1
 29．1�
12 � ベネフィットユー 牡7黒鹿57 秋山真一郎宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 456＋ 4 〃 アタマ 85．8�
611 ダブルイーグル 牡8鹿 57 和田 竜二田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 478± 01：35．2クビ 56．3�
35 � エバーハーモニー 牡4黒鹿57 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468± 01：35．3
 38．5�
612 ゴールドサーベラス 牡4栗 57 丸山 元気田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 434－ 81：35．51� 26．7�
36 � ウィステリアメジロ 牝5黒鹿55 国分 優作水谷 昌晃氏 日吉 正和 洞湖 レイクヴィラファーム 480＋ 21：36．14 255．2�
816� タガノロブロイ 牡4鹿 57 松山 弘平八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502＋ 81：36．63 265．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，571，400円 複勝： 43，630，600円 枠連： 22，154，000円
馬連： 79，722，500円 馬単： 39，011，400円 ワイド： 44，343，100円
3連複： 104，345，000円 3連単： 139，250，500円 計： 506，028，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 450円 � 330円 枠 連（2－4） 2，370円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 930円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 51，640円

票 数

単勝票数 計 335714 的中 � 64706（3番人気）
複勝票数 計 436306 的中 � 74025（3番人気）� 22011（6番人気）� 32755（5番人気）
枠連票数 計 221540 的中 （2－4） 7240（10番人気）
馬連票数 計 797225 的中 �� 19649（11番人気）
馬単票数 計 390114 的中 �� 5177（21番人気）
ワイド票数 計 443431 的中 �� 10916（11番人気）�� 12556（10番人気）�� 4724（26番人気）
3連複票数 計1043450 的中 ��� 7633（33番人気）
3連単票数 計1392505 的中 ��� 1955（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．6―46．5―58．2―1：09．4―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 1，12（3，16）15－2，7－（6，14）－13，10，8，11（4，9）－5 4 1，12，3，15，16（2，7）－（6，14）（13，8）10，9，11（4，5）

勝馬の
紹 介

ヒルノマテーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Concern デビュー 2013．12．1 阪神7着

2011．4．28生 牝5黒鹿 母 コンサーンナッカ 母母 Sacramentada 19戦3勝 賞金 53，022，000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 ラミーロ号
※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。



07021 2月28日 晴 良 （28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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

22 ジョルジュサンク 牡3栗 56 川田 将雅 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 508＋ 42：13．2 11．0�

55 ブラックスピネル 牡3黒鹿57 武 豊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494－102：13．41	 2．6�
66 ロ ス カ ボ ス 牡3黒鹿57 池添 謙一吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 502－ 8 〃 クビ 5．1�
11 ラヴアンドポップ 牡3鹿 57 F．ヴェロン H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 62：13．82
 56．3�
（仏）

44 クリノリトミシュル 牝3鹿 54 小牧 太栗本 博晴氏 武田 博 日高 宝寄山 忠則 482－ 42：14．11� 131．2	
33 ワンダースペリオル 牡3鹿 56 和田 竜二山本 信行氏 今野 貞一 新ひだか 真歌伊藤牧場 486± 02：14．52
 28．3

810 ダノンサンシャイン 牡3栗 56 S．フォーリー �ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498＋102：14．6� 10．0�

（愛）

89 ピースマインド 牡3鹿 56 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 442＋ 6 〃 アタマ 5．0�
77 アドマイヤエイカン 牡3鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502＋102：14．7
 4．5
78 ナムラアラシ 牡3鹿 56 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 492－ 22：15．87 63．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，387，400円 複勝： 66，364，300円 枠連： 19，760，900円
馬連： 127，110，600円 馬単： 66，995，800円 ワイド： 58，503，100円
3連複： 153，694，800円 3連単： 293，063，300円 計： 841，880，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 220円 � 120円 � 170円 枠 連（2－5） 1，340円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 420円 �� 720円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 15，530円

票 数

単勝票数 計 563874 的中 � 40818（6番人気）
複勝票数 計 663643 的中 � 60934（5番人気）� 185905（1番人気）� 91071（3番人気）
枠連票数 計 197609 的中 （2－5） 11368（7番人気）
馬連票数 計1271106 的中 �� 82870（5番人気）
馬単票数 計 669958 的中 �� 15695（15番人気）
ワイド票数 計 585031 的中 �� 35718（5番人気）�� 19034（11番人気）�� 55250（2番人気）
3連複票数 計1536948 的中 ��� 64039（7番人気）
3連単票数 計2930633 的中 ��� 13674（59番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．1―12．0―12．8―13．3―12．8―12．4―11．5―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．4―34．5―46．5―59．3―1：12．6―1：25．4―1：37．8―1：49．3―2：01．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョルジュサンク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2015．7．19 函館2着

2013．5．27生 牡3栗 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 8戦2勝 賞金 38，920，000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。

07022 2月28日 晴 良 （28阪神1）第2日 第10競走 ��
��1，800�

い た み

伊丹ステークス
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，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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

67 ラインルーフ 牡4栗 56 武 豊大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 502－ 21：51．4 1．6�
79 ミ ツ バ 牡4鹿 56 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B458± 01：51．5� 5．1�
55 マイネルオフィール 牡4鹿 56 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 482－ 8 〃 ハナ 35．9�

（愛）

56 セイスコーピオン 牡6栗 57 藤岡 康太金田 成基氏 服部 利之 浦河 アイオイファーム 502－ 61：51．81	 23．6�
33 グッドマイスター 牡7鹿 57 F．ヴェロン久保 博文氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 クビ 10．8�

（仏）

68 スマートボムシェル 牡4栗 56 池添 謙一大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 510－ 41：52．12 7．7	
22 
 ミキノハルモニー 牡5栃栗57 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 464＋ 21：52．42 30．3

710 メモリーシャルマン 牝7鹿 55 国分 恭介橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 524＋ 61：52．5	 62．8�
812 ルファルシオン 牡5芦 57 岩田 康誠 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 518－ 21：52．7� 12．8�
811 マイネルハルカゼ 牡6鹿 57 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 496＋ 61：52．8� 105．9
44 タガノビリーヴィン 牡6黒鹿57 岩崎 翼八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 510＋ 81：54．18 131．2�
11 メイショウソレイユ 牡6鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 464＋ 41：54．3� 252．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，799，500円 複勝： 103，668，400円 枠連： 26，373，000円
馬連： 134，995，600円 馬単： 78，725，300円 ワイド： 63，839，400円
3連複： 172，375，100円 3連単： 347，015，700円 計： 970，792，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 420円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 200円 �� 880円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 8，800円

票 数

単勝票数 計 437995 的中 � 215574（1番人気）
複勝票数 計1036684 的中 � 615725（1番人気）� 109313（2番人気）� 22085（8番人気）
枠連票数 計 263730 的中 （6－7） 65568（1番人気）
馬連票数 計1349956 的中 �� 276217（1番人気）
馬単票数 計 787253 的中 �� 127364（1番人気）
ワイド票数 計 638394 的中 �� 106562（1番人気）�� 16181（11番人気）�� 7031（21番人気）
3連複票数 計1723751 的中 ��� 33770（13番人気）
3連単票数 計3470157 的中 ��� 28565（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．9―50．1―1：02．4―1：14．6―1：26．5―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3
11，7（4，8）（5，12）3－（1，10）（6，9）2
11，7，8（4，5，12）（3，9）10（1，6，2）

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

勝馬の
紹 介

ラインルーフ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．11．9 京都4着

2012．3．27生 牡4栗 母 サルトリーガール 母母 アイレスバリーヒル 9戦4勝 賞金 51，018，000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。

１レース目



07023 2月28日 晴 良 （28阪神1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第60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，27．2．28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，27．2．27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）

阪急電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 5，150，000
5，150，000

円
円

付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード
中央レコード

1：19．9
1：19．0

良
良

713 ミッキーアイル 牡5鹿 57 松山 弘平野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：19．9 3．8�
611 オメガヴェンデッタ �5鹿 56 武 豊原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 502－121：20．0
 6．8�
23 ブラヴィッシモ 牡4鹿 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B506＋ 2 〃 クビ 9．1�
35 ミッキーラブソング 牡5黒鹿56 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 ハナ 5．2�
47 サドンストーム 牡7栗 56 武 幸四郎 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 8 〃 同着 102．2�
59 レッツゴードンキ 牝4栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 490＋101：20．1� 4．7	
510 ダノンシャーク 牡8鹿 57 F．ヴェロン�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 460＋141：20．2� 17．5


（仏）

24 � ヒルノデイバロー 牡5黒鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B520± 0 〃 クビ 12．5�
714 ゼ ロ ス 牡7鹿 56 岩崎 翼杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 500－ 81：20．3クビ 254．3�
817 タガノブルグ 牡5鹿 56 秋山真一郎八木 秀之氏 島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋ 41：20．61
 111．6
818 ケ ン ト オ ー 牡4黒鹿56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 466± 0 〃 クビ 18．5�
48 マイネルアウラート 牡5黒鹿56 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 61：20．81� 25．9�
36 ティーハーフ 牡6栗 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 21：20．9クビ 31．0�
11 ダイワマッジョーレ 牡7鹿 56 高倉 稜大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 42．4�
12 ル ル ー シ ュ 牡8黒鹿56 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B510－ 21：21．0クビ 163．9�
715 エールブリーズ 牡6青鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 21：21．42� 161．8�
612 サカジロロイヤル 牡8黒鹿56 国分 優作ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 522± 01：21．61� 375．3�
816� マイネルエテルネル 牡6栗 56 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender

Stud Ltd 500－ 61：21．7� 99．2�
（愛）

（18頭）

売 得 金
単勝： 159，879，200円 複勝： 230，101，600円 枠連： 131，281，600円
馬連： 670，562，800円 馬単： 274，049，800円 ワイド： 284，101，800円
3連複： 1，127，769，900円 3連単： 1，718，373，600円 計： 4，596，120，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 210円 � 250円 枠 連（6－7） 1，740円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 570円 �� 860円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 18，050円

票 数

単勝票数 計1598792 的中 � 336128（1番人気）
複勝票数 計2301016 的中 � 406561（1番人気）� 270227（4番人気）� 216609（5番人気）
枠連票数 計1312816 的中 （6－7） 58173（7番人気）
馬連票数 計6705628 的中 �� 343498（4番人気）
馬単票数 計2740498 的中 �� 77062（6番人気）
ワイド票数 計2841018 的中 �� 132972（3番人気）�� 83350（8番人気）�� 78961（10番人気）
3連複票数 計11277699 的中 ��� 207477（8番人気）
3連単票数 計17183736 的中 ��� 69002（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．8―45．2―56．4―1：07．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 13，9（3，12）8（2，11）5，16（7，14，15）（4，18）（1，10）－6－17 4 13，9（3，12）（8，11）（2，5）（16，15）（7，14，18）（4，10，6）1，17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーアイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2013．9．7 阪神2着

2011．3．12生 牡5鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 15戦7勝 賞金 342，649，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ニシノビークイック号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりミッキーアイル号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

07024 2月28日 晴 良 （28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 10，500，000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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 キングズガード 牡5鹿 57 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 444＋101：23．7 4．0�
11 ラインシュナイダー 牡4鹿 57 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 474± 01：23．8� 4．7�
12 マズルファイヤー 牡6青鹿57 岩田 康誠 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 566± 01：24．01	 24．5�
48 
 エイシンバランサー 牡4芦 57 丸山 元気�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs B478＋ 21：24．31� 21．0�
36 ツィンクルソード 牡5芦 57 F．ヴェロン �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 482－ 21：24．51 16．8	

（仏）

611 マコトカンパネッロ 牝4栗 55 藤岡 康太�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 440－ 81：24．6� 214．7

816 シュテルングランツ 牡5黒鹿57 武 豊 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム B488＋ 21：24．7クビ 3．6�
47 イサチルホープ 牡4栗 57 太宰 啓介小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 476± 0 〃 クビ 14．8�
714� ゴールドブラザー 牡6栗 57 高田 潤加藤 充彦氏 高橋 康之 浦河 浦河土肥牧場 484－ 81：24．91	 204．5
713 キタサンウンゲツ 牡5鹿 57 小牧 太�大野商事 橋口弘次郎 新ひだか 木田 祐博 514－ 81：25．0� 6．1�
815 キーブランド 牡7鹿 57 高倉 稜北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 518＋ 21：25．1� 449．1�
510 パセンジャーシップ 牝4芦 55 S．フォーリー 吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 ハナ 87．6�

（愛）

24 サンレイルージュ 牝4鹿 55 島 良太永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 458＋ 8 〃 アタマ 347．5�
612 コ コ 牝4芦 55 国分 恭介副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 512－ 81：25．2� 40．4�
23 ブロードソード �6黒鹿57 秋山真一郎 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 510＋ 81：25．51� 42．7�
59 カ メ ッ ト 牡5栗 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 470± 01：26．77 15．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，171，300円 複勝： 101，982，200円 枠連： 45，238，300円
馬連： 211，667，400円 馬単： 75，672，800円 ワイド： 95，404，900円
3連複： 249，956，000円 3連単： 352，160，400円 計： 1，201，253，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 180円 � 460円 枠 連（1－3） 680円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，470円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 5，960円 3 連 単 ��� 22，900円

票 数

単勝票数 計 691713 的中 � 137476（2番人気）
複勝票数 計1019822 的中 � 192235（2番人気）� 157536（3番人気）� 43350（8番人気）
枠連票数 計 452383 的中 （1－3） 50874（1番人気）
馬連票数 計2116674 的中 �� 152440（3番人気）
馬単票数 計 756728 的中 �� 26352（5番人気）
ワイド票数 計 954049 的中 �� 68725（3番人気）�� 15791（17番人気）�� 15215（19番人気）
3連複票数 計2499560 的中 ��� 31420（18番人気）
3連単票数 計3521604 的中 ��� 11146（54番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．3―12．1―12．1―12．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．8
3 4，2，10（1，6，16）13（8，9）5（7，12）－3，14，11－15 4 ・（4，2）10（6，16）（1，13）5，9（8，12）7，3（11，14）－15

勝馬の
紹 介

キングズガード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．5．18 京都6着

2011．4．21生 牡5鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 16戦4勝 賞金 74，962，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クロムレック号・ランドスター号・ルイカズマ号
（非抽選馬） 2頭 アサケゴマ号・ヒロノエンペラー号
※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



（28阪神1）第2日 2月28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 169頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

264，590，000円
7，060，000円
1，630，000円
29，520，000円
67，862，000円
5，398，400円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
570，952，700円
1，046，167，100円
347，297，200円
1，599，452，800円
787，132，300円
780，100，800円
2，335，238，700円
3，769，659，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，236，000，600円

総入場人員 18，544名 （有料入場人員 17，527名）
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