
０６０１３ ２月２６日 雨 不良 （１８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１０分 （ダート・右）

若手騎手，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
１：０９．１

重

不良

６８ タガノアルサルディ 牡３栗 ５６
５３ ▲佐久間寛志八木 良司氏 小島 貞博 新冠 ヒカル牧場 ４９０± ０１：１４．１ ３．１�

５６ ア ゲ ー ト 牡３鹿 ５６ 服部 剛史澤口 一洋氏 領家 政蔵 浦河 森垣牧場 ５００－ ２１：１５．０５ １５．５�
３３ クリスタルハート 牡３栗 ５６

５３ ▲鮫島 良太小田 廣美氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４７４＋ ２１：１５．８５ ７．６�
４４ � トーホウテンショウ 牡３鹿 ５６

５４ △北村 浩平東豊物産� 柴田 光陽 新冠 ハシモトフアーム ４３４－ ４ 〃 アタマ ９．７�
５７ ターフスウォード 牡３黒鹿５６ 難波 剛健�ターフ・スポート田島 良保 浦河 市川牧場 ４５０－ ２１：１６．２２� ６７．７�
１１ キングメモリー 牡３鹿 ５６

５５ ☆長谷川浩大増田 陽一氏 中村 均 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４４６－ ４１：１６．５２ ８．７	

２２ � チャームクロス 牝３芦 ５４
５１ ▲中村 将之タマモ� 小原伊佐美 新冠 新冠伊藤牧場 ３９０＋ ２ 〃 クビ １３０．７


７１０� ヴィオレッタ 牝３鹿 ５４ 岩崎 祐己 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４３４－ ６１：１６．６クビ ７９．１�

６９ � ウインウラカワ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明�小林牧場 田中 章博 浦河 本巣 政治 ４１６－ ８１：１７．２３� ６．６�
８１２ オーヨドヨシツネ 牡３黒鹿５６ 黒岩 悠尾崎 正氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４９０＋ ４１：１７．３� ２６９．７
４５ � セントレアボス 牡３鹿 ５６

５４ △生野 賢一藤井 宏次氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４３０＋ ４１：１７．７２� ６７．２�
８１３ ロングエキサイト 牡３青鹿５６ 田嶋 翔中井 敏雄氏 佐山 優 浦河 中村 敏明 ４７８－ ４１：２０．５大差 ８６．８�
７１１ トキメキパートナー 牝３鹿 ５４

５１ ▲上野 翔片岡 正雄氏 西橋 豊治 静内 片岡牧場 ４４４＋ ６ （競走中止） ３．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，９５９，０００円 複勝： １７，１８３，２００円 枠連： １９，７７５，２００円

普通馬連： ６５，５６７，４００円 馬単： ６８，８３７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５８３，５００円

３連複： ９９，０４３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３０１，９４８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ３６０円 � ２２０円 枠 連（５－６） １，４５０円

普通馬連 �� １，８００円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ３９０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ２，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３９５９０ 的中 � ３５９４１（１番人気）
複勝票数 計 １７１８３２ 的中 � ４０７３３（１番人気）� １００４０（７番人気）� １９５６０（４番人気）
枠連票数 計 １９７７５２ 的中 （５－６） １０１０３（７番人気）
普通馬連票数 計 ６５５６７４ 的中 �� ２６９５２（９番人気）
馬単票数 計 ６８８３７０ 的中 �� １９０４９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５８３５ 的中 �� ６０７８（１０番人気）�� １２１８３（２番人気）�� ３１８４（１８番人気）
３連複票数 計 ９９０４３０ 的中 ��� ２４９１３（１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．５―１２．６―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．３―３６．８―４９．４―１：０１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノアルサルディ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Alydar デビュー ２００５．７．１７ 小倉３着

２００３．２．２２生 牡３栗 母 アルサルディ 母母 Passamaquoddy ９戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔騎手変更〕 ヴィオレッタ号の騎手高井彰大は，第１日第４競走での落馬負傷のため岩崎祐己に変更。
〔競走中止〕 トキメキパートナー号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕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〕 ロングエキサイト号は，平成１８年４月２６日まで平地競走に出走できない。



０６０１４ ２月２６日 雨 不良 （１８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４０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
１：４８．４

重

重

４４ � シゲルカイコシ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文森中 蕃氏 大根田裕之 青森 野々宮牧場 ４６０± ０１：５３．６ ７４．３�

５５ � シゲルハンドウダカ 牡３黒鹿５６ 本田 優森中 蕃氏 小原伊佐美 門別 高橋牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ ４．５�
１１ トウカイポリシー 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一内村 正則氏 松元 省一 新冠 長浜牧場 ４４４－ ６１：５３．８１� １２．８�
６８ プログレスエバー 牡３鹿 ５６

５３ ▲中村 将之朝見 巌氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５６２－ ８１：５４．１１� ７．２�
３３ パーフェクトラン 牡３鹿 ５６

５３ ▲鮫島 良太下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４７６－１２ 〃 ハナ ６２．９�
６７ 	� マイネルアンツーク 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坪 憲章 宮城 遊佐 武俊 ４５０－ ４１：５４．７３� ２．８�
８１２
 スティーブバローズ 牡３鹿 ５６ 松永 幹夫猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Strategy

Bloodstock ４６２－ ４１：５５．２３ ３．４	
２２ ピエナテンイヤーズ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ３９８－ ６１：５５．４１� １５．７

５６ ゼンノビート 牡３栃栗５６ 秋山真一郎大迫久美子氏 野村 彰彦 新冠 須崎牧場 ４７２＋ ２１：５６．４６ ６７．３�
７９ 
 キングマキシマム 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 藤岡 健一 米 Kazuhiro Abe ４８６－ ２１：５７．３５ ２２．６�
７１０	 ミラクルゲッター 牡３鹿 ５６ 和田 竜二井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 富菜牧場 ４７０－ ８１：５７．５１� ３２５．８
８１１ ナムラハヤテオー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４９２ ―１：５８．９９ ２０２．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，２７２，８００円 複勝： ２５，６１８，９００円 枠連： ２０，１２３，６００円

普通馬連： ７７，５９７，０００円 馬単： ８０，０１７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８４１，２００円

３連複： １０６，０７３，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３４９，５４４，３００円

払 戻 金

単 勝 � ７，４３０円 複 勝 � １，６７０円 � ２００円 � ３７０円 枠 連（４－５） １０，６５０円

普通馬連 �� １２，３３０円 馬 単 �� ３５，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７００円 �� ６，６６０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２６，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８２７２８ 的中 � １９４０（１０番人気）
複勝票数 計 ２５６１８９ 的中 � ３２２６（９番人気）� ４３３７５（２番人気）� １７８６２（５番人気）
枠連票数 計 ２０１２３６ 的中 （４－５） １３９５（１９番人気）
普通馬連票数 計 ７７５９７０ 的中 �� ４６４５（２６番人気）
馬単票数 計 ８００１７２ 的中 �� １６４５（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８４１２ 的中 �� １９５１（２４番人気）�� ７７６（４２番人気）�� ８００９（８番人気）
３連複票数 計１０６０７３６ 的中 ��� ２９９７（５７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．２―１２．５―１２．３―１２．７―１２．５―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３７．６―５０．１―１：０２．４―１：１５．１―１：２７．６―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シゲルカイコシ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００５．１１．１３ 京都１４着

２００３．４．４生 牡３鹿 母 ケイアイパトラ 母母 サチジョージ ９戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 キングマキシマム号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラハヤテオー号は，平成１８年３月２６日まで平地競走に出走できない。
※ナムラハヤテオー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０６０１５ ２月２６日 雨 不良 （１８阪神１）第２日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ � エイシンハンコック 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-
ter Farm ４６０－ ８１：２４．９ ３．２�

５９ メイショウソーラー 牡３鹿 ５６ 松永 幹夫松本 好雄氏 河内 洋 三石 木下牧場 ４２４＋ ４１：２６．４９ ３．８�
１１ � レッドスポーツカー 牡３鹿 ５６ 上村 洋行藤田与志男氏 藤原 英昭 米 Gilbert G.

Campbell ４４８＋ ６ 〃 アタマ １３．４�
３６ ヒ ナ ギ ク 牝３栃栗５４ 熊沢 重文タマモ� 五十嵐忠男 静内 野坂牧場 ４６２－ ４１：２６．５クビ ６．０�
２３ � パレストップガン 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４６４－ ４１：２７．０３ １２．０�
７１３�� マイネルサイファー 牡３芦 ５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 様似 小田 誠一 ４９６＋ ２ 〃 クビ ６２．８�
８１５� ストロングパワー 牡３黒鹿 ５６

５４ △生野 賢一冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４５８± ０１：２７．４２	 ２０２．０	
６１１ ブリュードロア 牝３鹿 ５４ 吉田 稔 
キャロットファーム 鹿戸 幸治 早来 ノーザンファーム ４０４± ０１：２７．５
 ６６．２�

（愛知）

４８ テイエムアメジスト 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 アラキフアーム ４２８－ ２１：２７．９２	 ５９．６�
３５ � エステームシチー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 英 Dragon’s

Stud ４８６＋ ２ 〃 ハナ ４８．１
４７ � エイシンサットン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介平井 豊光氏 藤岡 健一 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

B４７６－ ６１：２８．７５ ４．４�
２４ � トウケイロキュウト 牝３栗 ５４ 菊地 昇吾木村 信彦氏 鹿戸 明 門別 鹿戸 正幸 ３９８＋ ６１：２８．９１� ３１０．８�
６１２ シゲルドッポダカ 牡３鹿 ５６ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 三石 平岩牧場 ４６２± ０１：２９．３２	 ２６９．７�
７１４ カワカミイチロー 牡３青鹿５６ 飯田 祐史 
三石川上牧場 飯田 明弘 三石 三石川上牧場 ５２２＋２０ 〃 クビ ４６８．１�
５１０ ヒカリクロメート 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎當山 �則氏 清水 久雄 門別 中川牧場 ５０２－ ４ 〃 ハナ ３７．８�
８１６� ヒーローパオ 牡３芦 ５６ 石橋 守吉田 修氏 福島 信晴 鵡川 新井牧場 ５５０－１２ 〃 アタマ ５２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２９３，４００円 複勝： ３０，４５８，５００円 枠連： ２７，６９３，４００円

普通馬連： ９７，４７８，７００円 馬単： ９１，６０２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４３７，９００円

３連複： １３３，８０７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４３２，７７２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ３６０円 枠 連（１－５） ５１０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ８２０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ２，６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２９３４ 的中 � ６１３７５（１番人気）
複勝票数 計 ３０４５８５ 的中 � ６５６９５（１番人気）� ５５３７７（３番人気）� １６４４５（６番人気）
枠連票数 計 ２７６９３４ 的中 （１－５） ４０６８６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９７４７８７ 的中 �� １１５９４５（１番人気）
馬単票数 計 ９１６０２７ 的中 �� ５６５７６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４３７９ 的中 �� ２６０７３（１番人気）�� ７７７４（１０番人気）�� ５９２８（１３番人気）
３連複票数 計１３３８０７８ 的中 ��� ３７９０３（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．０―１２．１―１２．５―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．４―４７．５―１：００．０―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンハンコック �
�
父 Honour and Glory �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００６．１．５ 京都３着

２００３．２．２４生 牡３黒鹿 母 La Lupe 母母 Larida ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
※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。



０６０１６ ２月２６日 雨
（ 芝 ）重
（ダート）不良（１８阪神１）第２日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１６．３良・良

８１４ スプリングゲント 牡６鹿 ６０ 白浜 雄造加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ５２０－ ２３：２６．９ ７．７�

４６ スリーブラボー 牡７鹿 ６０ 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 静内 大典牧場 ４５０－ ４３：２７．６４ ２．３�
５７ � バンジョーブルー 牡５栗 ６０ 植野 貴也才高 信安氏 服部 利之 浦河 馬道 繁樹 ４７２－１２３：２７．９２ １２９．２�
６９ � エイシンヴァイデン 牡４栗 ５９ 西谷 誠平井 豊光氏 瀬戸口 勉 米 Winches-

ter Farm ４９４＋ ２３：２９．２８ ２．８�
５８ � メッセトゥルム 牡５鹿 ６０ 宇田登志夫 �サンデーレーシング 浅見 秀一 英 Zubieta Ltd ４６８± ０３：２９．３� １０１．６�
７１２ サンエムタロウ 牡７鹿 ６０ 菊地 昇吾松本 肇氏 松田 正弘 浦河 磯野牧場 ４８６＋ ２３：２９．５１� ２９．３	
３４ 	� サーボライアン 牡５栗 ６０ 金折 知則阪口 揚造氏 木原 一良 静内 井高牧場 ４７８＋ ２ 〃 アタマ ５１．５

７１１	 ブルーデスティニー 牝６鹿 ５８ 出津 孝一 �荻伏レーシング・クラブ 武 宏平 新冠 川上 悦夫 ４４２＋ ４３：３０．６７ ２１．３�
４５ ラブアフェアー 牡４黒鹿５９ 熊沢 重文�協栄 瀬戸口 勉 門別 日高大洋牧場 ４７２－ ４３：３２．１９ １４．３�
３３ マイティービーム 
４鹿 ５９ 岩崎 祐己小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ４６０± ０３：３３．１６ ６９．２
１１ ニシノサチヒメ 牝６青鹿５８ 林 満明西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４６２－ ８ 〃 クビ １３．７�
８１３ グ ラ ヴ ィ ス 牡４栃栗５９ 仲田 雅興 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 昭和牧場 ５０２－ ２３：３４．７１０ １９６．３�
６１０ テイエムスラッガー 牡６鹿 ６０ 田中 亮竹園 正繼氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ５０６－ ６３：３６．３１０ １７９．７�
２２ 	 アグネスハット 
４鹿 ５９ 内田 浩一渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ５００＋ ２ （競走中止） ２３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，７３４，９００円 複勝： １３，８０２，７００円 枠連： ２４，８３５，８００円

普通馬連： ７０，３６７，７００円 馬単： ８０，１５６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２７８，１００円

３連複： １１６，７１１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３４１，８８７，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２７０円 � １４０円 � ２，１８０円 枠 連（４－８） １，０２０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ３，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� １４，４１０円 �� ２，９８０円

３ 連 複 ��� ５２，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６７３４９ 的中 � １７１９９（３番人気）
複勝票数 計 １３８０２７ 的中 � １２３５８（３番人気）� ３９８８９（１番人気）� １１００（１２番人気）
枠連票数 計 ２４８３５８ 的中 （４－８） １７９８８（４番人気）
普通馬連票数 計 ７０３６７７ 的中 �� ３９９９５（３番人気）
馬単票数 計 ８０１５６８ 的中 �� １６０５８（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２７８１ 的中 �� ９７１６（３番人気）�� ３１１（６２番人気）�� １５３６（２９番人気）
３連複票数 計１１６７１１２ 的中 ��� １６４０（９３番人気）

上り １マイル １：４８．４ ４F ５２．６－３F ３９．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
６－１４－（７，９）－１（４，８）１１－（５，１３）３＝１２－１０
６－１４，９，７，１１－８－（１，４）－１２（５，１３）＝３＝１０

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

勝馬の
紹 介

スプリングゲント �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２００２．１２．１ 阪神３着

２０００．４．３０生 牡６鹿 母 スプリングマドンナ 母母 ハイランドファンタジー 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔競走中止〕 アグネスハット号は，１周目４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。
〔その他〕 ニシノサチヒメ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ニシノサチヒメ号は，平成１８年３月２６日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 ウインタクティクス号・カノヤバトルクロス号・サフランブリザード号・ジョッシュ号・セイザンスピード号・

セリーンスカイ号・ダンシングテン号・テイエムサムライ号・ドラージェイ号・トーセンデルマーレ号・
ニシノジュエリー号・ハイエストフォース号・パワーホール号・パントレスズカ号・ビッグファントム号・
フジヤマヘイザン号・マザーツリー号・マルターズヒート号・マルブツトルネード号・メイショウピューマ号



０６０１７ ２月２６日 雨 不良 （１８阪神１）第２日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０分 （芝・右）

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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３５ � カワカミプリンセス 牝３鹿 ５４ 本田 優 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４７６ ―１：２５．４ ３３．０�

２２ � メイショウトッパー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲鮫島 良太松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４９６ ―１：２５．６１� １７．１�

８１４ タイセイコンドル 牡３鹿 ５６ 川島 信二田中 成奉氏 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ４７０ ―１：２６．６６ ２４．１�
６１０� ルミナスポイント 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４６４ ―１：２６．７� ２．７�
７１２ タニノディキディキ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣谷水 雄三氏 友道 康夫 静内 カントリー牧場 ４５６ ―１：２６．９１� ８．３�
４７ 	 パティオパーティー 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 門別 下河辺牧場 ４２８ ― 〃 ハナ ７．４	
１１ サダムアカイカゼ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一大西 定氏 鮫島 一歩 門別 シンコーファーム ４１６ ―１：２７．０クビ ５５．１

６１１ シャドウストリーム 牝３栗 ５４ 吉田 稔飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４６２ ―１：２７．２１� ２．９�

（愛知）

４６ プリンセスバイオ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三バイオ� 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４６０ ―１：２７．５２ ２３．２�
７１３� ビッグスターオー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�ビッグ 中尾 正 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４５４ ― 〃 ハナ ５６．９
５９ � ウォーターネバダ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎山岡 良一氏 鹿戸 幸治 門別 広中 稔 ４７６ ―１：２８．２４ １１０．８�
２３ アサケキング 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎大橋 堯氏 大橋 勇樹 浦河 川越牧場 ４３４ ―１：２８．３� １５５．３�
５８ ワンダーノンブーレ 牝３鹿 ５４ 小牧 太山本 信行氏 湯浅 三郎 浦河 林 孝輝 ４８８ ―１：２８．４� ２１．０�
３４ バンダムマッスル 
３黒鹿５６ 村山 明山科 統氏 湯浅 三郎 浦河 バンダム牧場 ４７８ ―１：２８．６１� ２１９．６�
８１５� フジインパルス 牝３鹿 ５４ 酒井 学�フジレーシング 西園 正都 門別 坂 牧場 ４２８ ―１：３２．４大差 ２６７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，０６５，８００円 複勝： １８，５１４，９００円 枠連： ２８，４７２，８００円

普通馬連： ７９，１０７，１００円 馬単： ９１，０４６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０７７，４００円

３連複： １１８，９３２，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３７９，２１７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３，３００円 複 勝 � ７９０円 � ４９０円 � ５９０円 枠 連（２－３） １１，１３０円

普通馬連 �� １１，７６０円 馬 単 �� ４３，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８５０円 �� ５，３２０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� ７６，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１０６５８ 的中 � ５０４４（９番人気）
複勝票数 計 １８５１４９ 的中 � ５９９１（９番人気）� １０２５８（５番人気）� ８４０５（８番人気）
枠連票数 計 ２８４７２８ 的中 （２－３） １８８９（２４番人気）
普通馬連票数 計 ７９１０７１ 的中 �� ４９６７（３２番人気）
馬単票数 計 ９１０４６９ 的中 �� １５５４（８４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０７７４ 的中 �� １９１６（３０番人気）�� １０１３（４５番人気）�� １８７６（３２番人気）
３連複票数 計１１８９３２６ 的中 ��� １１４９（１４６番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カワカミプリンセス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Seattle Slew 初出走

２００３．６．５生 牝３鹿 母 タカノセクレタリー 母母 Summer Secretary １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ルミナスポイント号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジインパルス号は，平成１８年３月２６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ファイブオース号（疾病〔右肩跛行〕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 キャッチアシーフ号・クイッククイック号・スパークスバイオ号・チャームクラウン号
※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。



０６０１８ ２月２６日 雨 不良 （１８阪神１）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６１２ プレザントウインド 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 古川 平 白老 白老ファーム ４４６－ ２１：２６．０ １５．５�

６１１� セイウンワキタツ 牡３鹿 ５６ 松永 幹夫西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.
Herbener Jr. ４５６＋ ４１：２６．２１� ２．０�

３５ メジロシリング 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�メジロ牧場 大久保正陽 洞爺 メジロ牧場 ５００± ０１：２６．４１� ３２．３�
４８ ホシシャトル 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５０４＋ ８１：２６．６１� ４０．８�
７１３� スナークムサシ 牡３黒鹿５６ 高橋 亮杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８２＋ ８１：２６．９１	 ３９．６�
１２ ビッグムサシ 牡３鹿 ５６

５３ ▲鮫島 良太�ビッグ 中尾 正 門別 天羽牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ４９．３�
１１ ダイナミックターン 牡３栗 ５６ 小牧 太小川 勲氏 目野 哲也 三石 ヒサイファーム ４６４－ ４ 〃 アタマ ５．８	

５１０ デュイキャスケード 牡３栗 ５６ 赤木高太郎伊藤 仁氏 木原 一良 門別 藤本 友則 B４５４－ ４１：２７．１１
 ３２．９

（７９７４）

３６ � イリューシブネス 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三加藤 守氏 武田 博 米 Steve C. Snowden
& Dan Considine ４５０± ０１：２７．２クビ ４．０�

５９ � ラストクルセイダー 牡３栃栗 ５６
５３ ▲中村 将之前田 幸治氏 松元 茂樹 米

James Perrone &
Karen Perrone &
Spendthrift Farm

５０２＋ ７ 〃 ハナ １４９．９�
２３ � サウスティーダ 牝３芦 ５４ 四位 洋文岡田 牧雄氏 大久保龍志 門別 インターナシヨナル牧場 ４７２＋ ２１：２７．６２
 １１．５
２４ テンエイヤシャオー 牡３栗 ５６ 池添 謙一熊坂富寿雄氏 大久保正陽 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４８４＋ ４１：２７．９１	 ４０．２�
４７ � ホウライミサイル 牡３鹿 ５６ 吉田 稔橋元 幸平氏 藤ヶ崎一男 浦河 松田 芳宏 ４５６－ ２１：２８．８５ ２００．１�

（愛知） （愛知）

７１４� ドリカムジャガー 牡３黒鹿５６ 大山 真吾下田 政一氏 久野 進一 門別 細川牧場 ５００－ ５１：２８．９
 ５２９．１�
（兵庫） （兵庫）

８１５� モエレヤマト 牡３栗 ５６ 渡辺 薫彦中村 和夫氏 須貝 彦三 浦河 中村 和夫 ４７２＋ ４１：２９．４３ ５３１．６�
８１６� ク ロ ズ キ ン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二小川 洋氏 石坂 正 門別 加藤牧場 ４９６± ０１：３０．０３
 １３１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，３４２，０００円 複勝： ３１，６６３，７００円 枠連： ３１，０６７，９００円

普通馬連： １１７，５０６，１００円 馬単： １１８，９８２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，５７０，７００円

３連複： １６８，３２１，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５３０，４５４，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ４５０円 � １３０円 � ４６０円 枠 連（６－６） １，６６０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ５，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ５，０６０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １０，８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９３４２０ 的中 � １４９２７（５番人気）
複勝票数 計 ３１６６３７ 的中 � １３９７４（５番人気）� １０１２６３（１番人気）� １３５０５（６番人気）
枠連票数 計 ３１０６７９ 的中 （６－６） １３８８８（６番人気）
普通馬連票数 計１１７５０６１ 的中 �� ５４７２０（５番人気）
馬単票数 計１１８９８２９ 的中 �� １７２０６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３５７０７ 的中 �� １３８４８（５番人気）�� １５３７（４０番人気）�� ９０１８（９番人気）
３連複票数 計１６８３２１０ 的中 ��� １１４５１（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．４―３５．０―４７．５―１：００．３―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレザントウインド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Pleasant Colony デビュー ２００５．１１．１３ 京都１着

２００３．５．３１生 牡３鹿 母 レディウィンダーメア 母母 Lake Champlain ６戦２勝 賞金 １５，０００，０００円
〔制裁〕 ビッグムサシ号の騎手鮫島良太は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６０１９ ２月２６日 雨 不良 （１８阪神１）第２日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （芝・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．１．２８以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
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

１：３１．９
１：３１．５

良

良

３６ ドリームシチー 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �友駿ホースクラブ 的場 均 静内 千代田牧場 ４３８－１６１：３８．４ ６．０�

２３ シルクメガヒット 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲中村 将之有限会社シルク松元 茂樹 三石 水上 習孝 ４５０＋１８１：３８．５� ２８．９�

７１４� アルシャトル 牡５黒鹿５７ 本田 優�エーティー 昆 貢 静内 藤沢牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ２１．８�
５９ 	 シンボリプレオ 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己シンボリ牧場 池上 昌弘 門別 和田農林（有） ４５６－ ２ 〃 アタマ ３．３�
８１６
 コスモジャイブ 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳岡田美佐子氏 河野 通文 豪 Mr D P

Bentata ４９２＋２０１：３８．７１ ３３．４�
６１２ ミスタージャガー 牡５芦 ５７ 石山 繁��昭牧場 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ５３４－ ２ 〃 ハナ ７１．６	
４８ � スリーハイシャトル 牡５鹿 ５７

５４ ▲鮫島 良太永井商事� 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４７８－ ４１：３８．８� ２．７

２４ 	 ダイワケベック 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣大城 敬三氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム B４９２－ ８１：３９．１１� ９２．１�
１２ トーセンエール 牝７栗 ５５

５２ ▲上野 翔島川 �哉氏 北橋 修二 浦河 笠松牧場 ４６４＋ ８１：３９．４２ １２．４
８１５
 エイシンインパール 牡４芦 ５７ 渡辺 薫彦平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller

Farms, Inc. ５１４＋ ４１：３９．７１� １２．９�
４７ 
 ワンダーガジ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一山本 信行氏 湯浅 三郎 米 Belvedere

Farm Inc. ４８６＋ ２ 〃 ハナ １６．８�
６１１
� エ ニ フ 牡４青鹿５６ 吉田 稔平井 裕氏 森 秀行 豪 Best Western

Group Pty Ltd ４８２＋ ２ 〃 クビ ４８．９�
（愛知）

３５ 
 スカーリイベイビー 牝４鹿 ５５ 小牧 太櫻井 正氏 和田 正道 米 Sez Who Thor-
oughbreds ４３２－１６１：３９．８クビ ３７．６�

７１３
 ゲイリージェネラル ５鹿 ５７ 赤木高太郎 �東京サラブレッド
ビューロー 田村 康仁 米 Green

Gates Farm ５０２＋ １１：４０．０１� ２７９．５�
１１ マイティーステップ ４栗 ５７

５５ △生野 賢一小川 勲氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ４３８－ ７１：４０．８５ ２１０．６�
５１０� ウスズミサクラ 牝５鹿 ５５ 和田 竜二落合 莞�氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４６２－ ４１：４１．６５ ２４２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５０６，３００円 複勝： ２６，６６９，５００円 枠連： ３２，４５９，９００円

普通馬連： １２６，４４５，０００円 馬単： １０６，６１８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，０９９，６００円

３連複： １７０，２１２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５１９，０１１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２６０円 � ７１０円 � ５２０円 枠 連（２－３） ５，８６０円

普通馬連 �� ７，４９０円 馬 単 �� １２，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０７０円 �� １，４６０円 �� ４，７００円

３ 連 複 ��� ３５，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４５０６３ 的中 � ３２５２９（３番人気）
複勝票数 計 ２６６６９５ 的中 � ３１０３２（３番人気）� ９０２６（８番人気）� １３０６３（７番人気）
枠連票数 計 ３２４５９９ 的中 （２－３） ４０９０（１９番人気）
普通馬連票数 計１２６４４５０ 的中 �� １２４７５（２５番人気）
馬単票数 計１０６６１８７ 的中 �� ６１９１（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２０９９６ 的中 �� ３８３９（２１番人気）�� ５５３７（１５番人気）�� １６５０（４７番人気）
３連複票数 計１７０２１２１ 的中 ��� ３５３６（１０３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．８―１２．４―１１．９―１２．３―１２．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３５．９―４８．３―１：００．２―１：１２．５―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．１―３F３８．２

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

勝馬の
紹 介

ドリームシチー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００３．１１．２２ 東京２着

２００１．３．１３生 牡５鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション １６戦２勝 賞金 ２７，３５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ゲイリージェネラル号は，平成１８年３月２６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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エアファンタジスタ号・タイキマーズ号・ニシノブラッサム号・ベルディマンシェ号
（非抽選馬） ３頭 アーバンエスケープ号・ダノンヒーロー号・ハイタイド号
※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。



０６０２０ ２月２６日 曇 不良 （１８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１４時００分 （ダート・右）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．１．２８以降４歳１，０００・５
歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

２２ バレンソール 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４９０－ ２１：２５．０ １２．４�

６９ � ラブイズミラクル 牝５鹿 ５６
５３ ▲鮫島 良太江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼斉藤牧場 B４７２± ０１：２５．１� １．８�

６１０ サ ヨ ウ ナ ラ 牝５栗 ５５ 小牧 太小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４７０＋ ８１：２５．３１� ４．６�
７１１ アドマイヤキラメキ 牝４栗 ５５ 上村 洋行近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５２± ０ 〃 クビ ３６．９�
４６ シンシンマーキー 牝４芦 ５５ 秋山真一郎�槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４６４－ ６１：２５．８３ １４．９�
５７ フェアリーブレス 牝４鹿 ５５ 池添 謙一ジョイ・レースホース� 飯田 雄三 三石 鳥井牧場 ４５６－ ４１：２５．９クビ １８．８	
３４ � メイプルロード 牝６栗 ５５ 芹沢 純一�ターフ・スポート田所 秀孝 浦河 成隆牧場 ４７２＋ ８ 〃 クビ ６６．２

５８ � ビューティフルアイ 牝６黒鹿５５ 本田 優�グリーンテック橋本 寿正 厚真 大川牧場 ４４２± ０１：２６．０クビ ７．２�
３３ � シャバダバダ 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三�バンブー牧場 田島 良保 浦河 バンブー牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ １６４．４�
１１ ア ッ チ ッ チ 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８６－ ２１：２６．１クビ ３６．３
８１４ カシノコールミー 牝７鹿 ５５

５２ ▲上野 翔柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ４９２± ０１：２６．２� ８１．７�
４５ キタノスザク 牝６青鹿５５ 和田 竜二�ターフ・スポート中尾 正 浦河 市川フアーム ４７２＋１６１：２６．９４ ９５．７�
７１２ フレンドリーステラ 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４５０± ０１：２７．０� １３０．３�
８１３ セフティパラダイス 牝５栗 ５５ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４９８± ０１：２７．４２� ３１．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，５２６，６００円 複勝： ３８，６３２，７００円 枠連： ４３，９２２，０００円

普通馬連： １６０，４９９，３００円 馬単： １５４，６３３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，４１５，０００円

３連複： ２４６，９７３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ７２１，６０３，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２５０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（２－６） ８３０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ８００円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ２，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３５２６６ 的中 � ２１３８０（４番人気）
複勝票数 計 ３８６３２７ 的中 � ２８９０５（４番人気）� １２５６１３（１番人気）� ６２３６３（２番人気）
枠連票数 計 ４３９２２０ 的中 （２－６） ３９１２７（３番人気）
普通馬連票数 計１６０４９９３ 的中 �� １１４２９３（４番人気）
馬単票数 計１５４６３３５ 的中 �� ３２２５４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３４１５０ 的中 �� ２３５８７（３番人気）�� １１８９９（９番人気）�� ４８６２２（１番人気）
３連複票数 計２４６９７３９ 的中 ��� ８９９６１（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．２―１２．４―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．３―５９．７―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バレンソール �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００４．９．１９ 阪神４着

２００２．３．９生 牝４鹿 母 ミストラルアゲン 母母 サ イ セ リ ヤ １０戦３勝 賞金 ３０，０００，０００円



０６０２１ ２月２６日 曇 不良 （１８阪神１）第２日 第９競走 ��
��２，２００�すみれステークス

発走１４時３５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 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

３３ � ナ イ ア ガ ラ 牡３芦 ５６ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７２－１０２：１９．０ ５．４�

８８ � マイネルアラバンサ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 静内 静内白井牧場 ４９６－１２ 〃 クビ ９．７�

８９ アドマイヤジュピタ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４２：１９．１クビ １．８�
４４ � セブンゴールデン 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉森本 均氏 野元 昭 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７６± ０２：１９．９５ ２７．６�
５５ � ニシノロドリゲス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４８２－ ２２：２０．２２ ３．６�
２２ ナイキアースワーク 牡３栗 ５６ 松永 幹夫小野 誠治氏 大久保龍志 静内 千代田牧場 ４８０－ ６２：２０．３	 １４．５�
６６ � テイエムトッパズレ 牡３青鹿５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４４４＋ ２２：２１．２５ ２０６．０	
１１ 
 フサイチダイナソー 牡３鹿 ５６ 小牧 太関口 房朗氏 森 秀行 加 Windways

Farm Limited ５３０＋ ２２：２２．９大差 ６１．３

７７ � ライトストロング �３鹿 ５６ 池添 謙一藤田 庸右氏 山本 正司 門別 藤本 直弘 ４７２－ ６２：２３．０クビ ８３．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４９，３６８，９００円 複勝： ３７，７８０，２００円 枠連： ３３，３９８，０００円

普通馬連： １５８，２９５，４００円 馬単： １５２，９０８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，５３３，５００円

３連複： １３０，１９５，７００円 ３連単： ４９４，５３１，３００円 計： １，０９２，０１１，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（３－８） ３８０円

普通馬連 �� １，９４０円 馬 単 �� ３，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ２００円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 ��� ８，２９０円

票 数

単勝票数 計 ４９３６８９ 的中 � ７２９６８（３番人気）
複勝票数 計 ３７７８０２ 的中 � ５５２５０（３番人気）� ３６９４２（４番人気）� １４００８０（１番人気）
枠連票数 計 ３３３９８０ 的中 （３－８） ６５４３０（２番人気）
普通馬連票数 計１５８２９５４ 的中 �� ６０２３０（７番人気）
馬単票数 計１５２９０８８ 的中 �� ３２４６２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５５３３５ 的中 �� １４３８２（８番人気）�� ５０１０５（２番人気）�� ３４７９０（３番人気）
３連複票数 計１３０１９５７ 的中 ��� １０７５６６（３番人気）
３連単票数 計４９４５３１３ 的中 ��� ４４０６０（２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１２．７―１３．７―１３．７―１３．８―１３．３―１２．３―１１．６―１１．２―１２．３

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―３７．１―５０．８―１：０４．５―１：１８．３―１：３１．６―１：４３．９―１：５５．５―２：０６．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ナ イ ア ガ ラ �

父 Fantastic Light �


母父 Highest Honor デビュー ２００５．１２．１７ 阪神２着

２００３．３．２９生 牡３芦 母 レーヴドスカー 母母 Numidie ４戦３勝 賞金 ３４，０４５，０００円
〔制裁〕 ナイアガラ号の騎手四位洋文は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。



０６０２２ ２月２６日 曇 不良 （１８阪神１）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�なにわステークス

発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下，１７．２．２６以降１８．２．１９まで１回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

７１３ マサアンビション 牡７鹿 ５４ 小牧 太丸井 正貴氏 増本 豊 新冠 隆栄牧場 ５００－ ２１：１１．３ ４９．４�

６１２ スリーアベニュー 牡４栗 ５６ 河北 通永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ５００－ ２１：１１．６１� ４．５�
１１ � ステンカラージン 牡５栗 ５５ 武 幸四郎吉田 和子氏 松田 国英 米

John Youngblood,
Fletcher Gray &
Carolyn Gray

５１４＋ ２１：１１．７� ９．１�
２４ サワノブレイブ 牡５栗 ５７．５ 安藤 勝己澤田 �子氏 北橋 修二 浦河 杵臼牧場 ４９０± ０１：１１．９１ ８．２�
４８ ワンダーヴィボ 牡８青鹿５５ 石橋 守山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 尾野 一義 ５４８± ０ 〃 クビ １２．６�
１２ オ フ ィ サ ー 牡４栗 ５６ 四位 洋文サウスニア� 森 秀行 白老 白老ファーム ４９２－１０ 〃 ハナ ２．３	
３６ 	 アグネスギンガ 牡６栗 ５５ 長谷川浩大渡辺 孝男氏 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：１２．０� ８３．９

３５ 
� ハシルジョウオー 牝５鹿 ５２ 橋本 美純渡辺 典六氏 橋本 寿正 静内 大典牧場 ４８０± ０１：１２．２１� １２．６�
８１５ サンライズビート 牡７栗 ５５ 柴田 善臣松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０８＋ ４ 〃 アタマ ２６．８�
７１４
� ビービーバーニング 牝５栗 ５４ 池添 謙一坂東牧場 領家 政蔵 門別 サンバマウン

テンファーム ４８４－１０１：１２．３� ２０．６�
６１１ バンブーミラン 牡７栗 ５５ 和田 竜二バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 B５００－ ２１：１２．５１ ８７．２�
８１６ ポジティヴトライ 牡７黒鹿５４ 菊沢 隆徳 社台レースホース萱野 浩二 白老 追分ファーム ４９０－１４１：１２．９２� ４９．１�
２３ ツルマルバクシン 牡６鹿 ５５ 吉田 稔鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 笹地牧場 B４７４－ ６１：１３．２２ ７０．４�

（愛知）

５９ ショーストッパー 牡８栗 ５３ 熊沢 重文栗本 良明氏 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 ５００－ ２１：１３．５１� ９２．３�
５１０	 コウエイキンラベル 牡７鹿 ５３ 金折 知則西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ５０２＋ ２１：１３．７１� １８５．８�
４７ ジョウノデイリー 牡６栗 ５５ 赤木高太郎小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４８４－ ２ （競走中止） ５４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，４０２，６００円 複勝： ５３，９５６，６００円 枠連： ６５，３４５，２００円

普通馬連： ３０５，４２７，５００円 馬単： ２００，１１４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，９０３，４００円

３連複： ２８５，１８６，８００円 ３連単： ６７３，８８８，９００円 計： １，７００，２２５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４，９４０円 複 勝 � ８７０円 � ２１０円 � ２７０円 枠 連（６－７） ２，７６０円

普通馬連 �� ９，６８０円 馬 単 �� ２９，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９５０円 �� ４，６７０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ２８，２７０円 ３ 連 単 ��� ２８２，４２０円

票 数

単勝票数 計 ４６４０２６ 的中 � ７４０４（１０番人気）
複勝票数 計 ５３９５６６ 的中 � １３２８３（１１番人気）� ７８４２３（２番人気）� ５５６８４（４番人気）
枠連票数 計 ６５３４５２ 的中 （６－７） １７４８５（１２番人気）
普通馬連票数 計３０５４２７５ 的中 �� ２３３０２（３２番人気）
馬単票数 計２００１１４９ 的中 �� ５０９３（８２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９９０３４ 的中 �� ５７５３（３１番人気）�� ３５９８（５０番人気）�� １８７２４（９番人気）
３連複票数 計２８５１８６８ 的中 ��� ７４４７（９０番人気）
３連単票数 計６７３８８８９ 的中 ��� １７６１（７３０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．６―１１．７―１１．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．６―３５．２―４６．９―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マサアンビション �
�
父 ウォーニング �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００２．３．２ 阪神８着

１９９９．５．２１生 牡７鹿 母 シネマライフ 母母 デ イ オ ラ マ ３９戦６勝 賞金 １１１，１３６，０００円
〔競走中止〕 ジョウノデイリー号は，発走直後につまずき，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ガブリン号・ドローアウター号・ナムラジーガー号・ヤマノサンデーズ号
※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。



０６０２３ ２月２６日 曇 不良 （１８阪神１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第５０回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，１７．２．２６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，１７．２．２５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 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００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

５９ � ブルーショットガン 牡７鹿 ５６ 松永 幹夫 �荻伏レーシング・クラブ 武 宏平 静内 武 牧場 ４５４＋ ２１：２２．５ ３８．０�

７１３� コスモシンドラー 牡４黒鹿５５ 安藤 勝己岡田美佐子氏 加用 正 豪
Gainsborough Stud
（Australia）Pty Ltd, Ar-
rowfield Group Pty Ltd

４８６－ ６１：２２．６	 ７．０�
６１０ オレハマッテルゼ 牡６栗 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７４± ０１：２２．７	 ２．３�
２３ 
 スナークスズラン 牝７鹿 ５４ M．モンテリーゾ 杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 三石 平野牧場 ５１０－ ６１：２２．８	 １５１．６�

（伊）

１１ ローエングリン 牡７栗 ５８ 四位 洋文 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：２３．２２	 １１．７�
７１２ ロードマジェスティ 牡４栗 ５６ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 山内 研二 三石 ケイアイフアーム ４９２－ ６ 〃 クビ ２１．８	
８１５
 ウインクリューガー 牡６栗 ５８ 吉田 稔�ウイン 松元 茂樹 静内 橋本牧場 ４９６＋ ４１：２３．３	 １５．２


（愛知）

５８ � ハッピートゥモロー 牡６青 ５６ 川島 信二前田 幸治氏 安藤 正敏 米
Dr. Hiram Polk
& Dr. J. David
Richardson

４７４＋ ６ 〃 ハナ １１２．３�
６１１� タマモホットプレイ 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ ２０．２�
２２ � シルクトゥルーパー 牡４黒鹿５６ 池添 謙一有限会社シルク大久保正陽 新冠 早田牧場新

冠支場 ４５２－１０ 〃 ハナ １５４．０
４７ ゴッドオブチャンス 牡８鹿 ５７ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 三石 三石川上牧場 ５４０－ ２１：２３．４	 ２１２．３�
３５ ビッグプラネット 牡４青 ５７ 和田 竜二�ビッグ 南井 克巳 門別 下河辺牧場 ４５０－ ４１：２３．９３ ８．５�
３４ ニシノデュー 牡５青鹿５６ 武 幸四郎西山 茂行氏 松田 正弘 鵡川 西山牧場 ４８２－ ４１：２４．０	 ３５．２�
４６ �
 グランリーオ 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一田中 晴夫氏 笹倉 武久 静内 藤沢牧場 ５２０－１０１：２４．２１ ２３．１�
８１４ コスモサンビーム 牡５青鹿５８ 本田 優岡田美佐子氏 佐々木晶三 新冠 ヤマオカ牧場 ５０４＋１２ （競走中止） ５．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２５，４７６，７００円 複勝： １２５，３７８，１００円 枠連： １６３，１６８，９００円

普通馬連： ９６２，８１８，５００円 馬単： ５８６，８５３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７１，３８０，２００円

３連複： ８４０，３８４，５００円 ３連単： １，８７８，３６７，５００円 計： ４，８５３，８２７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３，８００円 複 勝 � ８４０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（５－７） ５，７３０円

普通馬連 �� ２１，１７０円 馬 単 �� ４３，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４１０円 �� ２，１３０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ８，２２０円 ３ 連 単 ��� ２１４，５６０円

票 数

単勝票数 計１２５４７６７ 的中 � ２６０６９（１１番人気）
複勝票数 計１２５３７８１ 的中 � ２６７６２（１１番人気）� １３１６６８（３番人気）� ３５３２３４（１番人気）
枠連票数 計１６３１６８９ 的中 （５－７） ２１０３３（２０番人気）
普通馬連票数 計９６２８１８５ 的中 �� ３３５６６（４８番人気）
馬単票数 計５８６８５３３ 的中 �� ９８９３（９７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７１３８０２ 的中 �� ８９２２（４６番人気）�� １８８５０（２９番人気）�� １１４４７９（２番人気）
３連複票数 計８４０３８４５ 的中 ��� ７５５４０（２８番人気）
３連単票数 計１８７８３６７５ 的中 ��� ６４６１（５３９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．４―１１．７―１１．７―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．６―４６．３―５８．０―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブルーショットガン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スーパークリーク デビュー ２００１．７．７ 函館２着

１９９９．５．２生 牡７鹿 母 オギブルービーナス 母母 オギトゥインクル ４７戦７勝 賞金 ２０４，５３５，０００円
〔競走中止〕 コスモサンビーム号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。



０６０２４ ２月２６日 曇 不良 （１８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２０分 （ダート・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．１．２８以降４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は
１�増，特別競走の１着馬は２�増
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
１：４８．４

重

重

８１３� フィールドルージュ 牡４鹿 ５６ 松永 幹夫地田 勝三氏 西園 正都 三石 中田 英樹 ４８４－ ８１：５２．５ １．５�

６９ ビッググラス 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎�ビッグ 中尾 秀正 静内 マークリ牧場 ５１０－ ６１：５３．１３� ８．６�
４４ 	 エイシンニュートン 牡４芦 ５６ 四位 洋文平井 豊光氏 北橋 修二 米 Classic-

Star, LLC ４９０－ ２１：５３．５２� ４．１�
８１２ メイショウペリンゲ 牡７芦 ５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 日の出牧場 ４６４＋ ２１：５３．７１ ９１．６�
７１０ サンライズボクサー 牡４鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 福永 甲 浦河 アイオイファーム ４６４－ ６１：５４．５５ ３８．５�
４５ アドマイヤムサシ 牡４鹿 ５６ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 門別 日西牧場 ４８０－ ８１：５４．６� １６．３�
１１ ナリタボールド 牡６鹿 ５７ 小牧 太山路 秀則氏 宮本 博 新冠 若林牧場 ５２０－ ８１：５４．８１� ４７．７	
７１１� セレスクラブ 牡４鹿 ５６

５３ ▲鮫島 良太岡 浩二氏 鮫島 一歩 浦河 村下牧場 ４７０＋ ２１：５４．９� ３６．０

５７ ワンダースピード 牡４黒鹿５６ 難波 剛健山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 フクダファーム ４７６－ ９１：５５．０
 ７７．４�
５６ エクステンション 牡５栗 ５７ 熊沢 重文山本 慎一氏 五十嵐忠男 えりも えりも農場 ５３２－ ４１：５５．９５ ９７．１�
３３ � スカイリュウマ 牡６青鹿５７ 高橋 亮小林 久義氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ５１６－１０１：５６．２１
 ５６．７
６８ ダイゴカムイ 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介長谷川光司氏 太宰 義人 浦河 宮内牧場 ４７０－１１ 〃 アタマ １３３．５�

（１２頭）
２２ � ティラノサウルス 牡４鹿 ５６ 吉田 稔 �キャロットファーム 鹿戸 幸治 早来 ノーザンファーム ５１２－１４ （競走除外）

（愛知）

売 得 金

単勝： ５４，６２２，３００円 複勝： ３７，３７８，３００円 枠連： ６５，２７１，７００円

普通馬連： ２５７，７６２，８００円 馬単： ２７８，４７５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，８４４，２００円

３連複： １９４，８９３，０００円 ３連単： ６５２，３９８，７００円 計： １，６００，６４６，９００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １５０円 � １３０円 枠 連（６－８） ４００円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １５０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� １，３５０円

票 数

単勝票数 差引計 ５４６２２３（返還計 ２７６７０） 的中 � ３０４５０４（１番人気）
複勝票数 差引計 ３７３７８３（返還計 ２３５６１） 的中 � １５８０４１（１番人気）� ４５２８６（３番人気）� ６４６４２（２番人気）
枠連票数 差引計 ６５２７１７（返還計 ８６８０２） 的中 （６－８） １２０７７１（２番人気）
普通馬連票数 差引計２５７７６２８（返還計４６７９７４） 的中 �� ４４５４０４（２番人気）
馬単票数 差引計２７８４７５９（返還計４１７８８０） 的中 �� ３８８４９８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５９８４４２（返還計 ９０９５９） 的中 �� ８８２１１（２番人気）�� １２０５７６（１番人気）�� ３３２９５（４番人気）
３連複票数 差引計１９４８９３０（返還計６０４６２２） 的中 ��� ３１７１５１（１番人気）
３連単票数 差引計６５２３９８７（返還計１９７８６３１） 的中 ��� ３５７６６３（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．５―５０．４―１：０３．１―１：１５．６―１：２７．８―１：３９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フィールドルージュ �
�
父 クロコルージュ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００４．９．１２ 札幌３着

２００２．４．２７生 牡４鹿 母 メジロレーマー 母母 メジロリべーラ ９戦３勝 賞金 ３５，９００，０００円
〔競走除外〕 ティラノサウルス号は，馬場入場時に放馬。疾病〔両前腕部挫創〕を発症したため競走除外。
※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。



（１８阪神１）第２日 ２月２６日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２７３，８７０，０００円
８，４００，０００円
２９，２４０，０００円
７７０，０００円
５６０，０００円
１，７１０，０００円
２８，７９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，５１１，０００円
５，２９７，８００円
１，６９６，８００円

勝馬投票券売得金
４５７，５７１，３００円
４５７，０３７，３００円
５５５，５３４，４００円
２，４７８，８７２，５００円
２，０１０，２４８，６００円
５５３，９６４，７００円
２，６１０，７３５，２００円
３，６９９，１８６，４００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 １２，８２３，１５０，４００円

総入場人員 １９，２２０名 （有料入場人員 １８，１６８名）




