
０７００１ ２月２８日 晴 稍重 （２１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
１：４８．４

重

重

４８ フレーバーティー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：５６．３ １４．８�

８１５ クリノサンデーママ 牝３栗 ５４ 武 豊栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 ４１４－ ４１：５６．５１ １．６�
５９ フィーリングトーン 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ２ 〃 アタマ ８．８�
３５ アドマイヤバーゼル 牝３鹿 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ６１：５７．３５ ２６．４�
４７ ピサノプリヴェ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠市川 義美氏 坂口 正大 日高 下河辺牧場 ４９０－１０ 〃 クビ ６．０�
３６ マスターエンプレス 牝３栗 ５４ 小牧 太�ヤナガワ牧場 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４２０－ ２１：５７．７２� １５．８�
１２ フミノタカラ 牝３芦 ５４ 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 ４２８－ ４ 〃 クビ １９６．７	
１１ カ ス ガ 牝３鹿 ５４ 木村 健高山 裕基氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４０＋ ４１：５７．８� ２０７．２


（兵庫）

７１４ ア ッ サ イ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥�ターフ・スポート安達 昭夫 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４１８－ ２１：５８．０１� ３４２．１�

７１３ モスキャンピオン 牝３青鹿５４ 和田 竜二�辻牧場 岩元 市三 浦河 辻 牧場 ４８０＋ ６１：５８．１� ４０．０�
２４ パープルスター 牝３鹿 ５４ 幸 英明松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ４８０－ ４１：５８．２クビ １２６．６
８１６ ユメヒマワリ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�浜本牧場 矢作 芳人 日高 浜本牧場 ４９６－ ８ 〃 クビ ８．６�
６１２ チムドンドン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４６６－ ２１：５９．０５ １７５．４�
２３ アラタマデジタル 牝３栗 ５４ 石橋 守荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ３９８－ ４１：５９．１� ３７１．８�
６１１ タムロブライト 牝３芦 ５４ 酒井 学谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４９６－１０１：５９．２クビ １２５．９�
５１０ ファイヤーオパール 牝３栗 ５４

５１ ▲田村 太雅沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４２８－ ４１：５９．３� １７４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７９６，９００円 複勝： ４４，９４７，２００円 枠連： １３，９９０，２００円

普通馬連： ４４，５５８，４００円 馬単： ４１，６９３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４８７，０００円

３連複： ６２，７０９，３００円 ３連単： １０９，７９９，４００円 計： ３５１，９８１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ３２０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（４－８） ２７０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ８２０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� １５，９３０円

票 数

単勝票数 計 １６７９６９ 的中 � ９００２（５番人気）
複勝票数 計 ４４９４７２ 的中 � １４７５０（６番人気）� ２９２２２７（１番人気）� ３１１７２（３番人気）
枠連票数 計 １３９９０２ 的中 （４－８） ３９５９０（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４５５８４ 的中 �� ３６６５７（４番人気）
馬単票数 計 ４１６９３５ 的中 �� ９６８９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４８７０ 的中 �� １０３１０（４番人気）�� ４６７０（１０番人気）�� １８５７９（２番人気）
３連複票数 計 ６２７０９３ 的中 ��� ２９３６４（４番人気）
３連単票数 計１０９７９９４ 的中 ��� ５０８７（５２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１４．０―１３．９―１３．７―１３．７―１３．２―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．５―３７．５―５１．４―１：０５．１―１：１８．８―１：３２．０―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３７．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

フレーバーティー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Stalwart デビュー ２００８．１１．１５ 京都３着

２００６．３．２５生 牝３鹿 母 フレンドリービューティ 母母 Fredaq ６戦１勝 賞金 ８，８５０，０００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。



０７００２ ２月２８日 晴 稍重 （２１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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

５６ � エーシンウォーマン 牡３青鹿５６ 武 幸四郎平井 宏承氏 武 邦彦 米 Winches-
ter Farm ４４８－ ６１：１２．５ １５．０�

１１ ミッシングナンバー 牡３栗 ５６ M．デムーロ石瀬 浩三氏 領家 政蔵 日高 高山牧場 ４５６＋ ４ 〃 アタマ ３．３�
（伊）

６９ アスタークリス 牡３芦 ５６ 岩田 康誠加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B４３４－ ２１：１２．７１� １２．１�
３３ キクノフレヴァン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ４５６－ ６１：１２．８� ３．８�
６８ シュンハレン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４９０＋ ４ 〃 クビ ７．１�
８１２� フレッドバローズ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones B５１２－ ６１：１２．９クビ ３．５�
７１０ ホッコーテイオー 牡３鹿 ５６ 石橋 守矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４９８－ ６１：１３．５３� ２４８．８�
２２ ヤマイチリブ 牡３鹿 ５６ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ５０６－ ２１：１３．７１� １３．５	
７１１ シルクフェイブル 牡３栗 ５６ 木村 健有限会社シルク坂口 正則 新冠 オリエント牧場 ４４２－ ４１：１４．５５ １７２．９


（兵庫）

８１３ メソポタミア 牡３鹿 ５６ 川島 信二山上 和良氏 田島 良保 浦河 近藤牧場 ４４４± ０１：１４．７１� ２１８．１�
４５ バンダムヴィーヴォ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４０６－１６１：１４．９１� ８６．１�
５７ タカラクエスト 牡３鹿 ５６ 小牧 太村山 	一氏 田村 康仁 新ひだか 矢野牧場 ５０６－ ２１：１５．６４ ７６．８
４４ イナズマルビー 牝３栗 ５４

５２ △田中 克典小泉 賢悟氏 高木 登 新冠 小泉牧場 ３８４－１４１：１６．６６ １９７．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，８０４，７００円 複勝： ２７，３６５，８００円 枠連： １２，４６７，８００円

普通馬連： ４３，５５７，４００円 馬単： ３４，７６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９８７，８００円

３連複： ５６，６７２，８００円 ３連単： ９３，１３２，２００円 計： ２９８，７５１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ５１０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（１－５） ２，７９０円

普通馬連 �� ２，９００円 馬 単 �� ７，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� ２，２８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ８，６２０円 ３ 連 単 ��� ６３，４１０円

票 数

単勝票数 計 １４８０４７ 的中 � ７８１７（７番人気）
複勝票数 計 ２７３６５８ 的中 � １１２１１（７番人気）� ５７９１５（２番人気）� ２６９５６（５番人気）
枠連票数 計 １２４６７８ 的中 （１－５） ３３０８（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４３５５７４ 的中 �� １１０９２（１４番人気）
馬単票数 計 ３４７６２９ 的中 �� ３２１４（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９８７８ 的中 �� ３８９０（１５番人気）�� １６６６（２１番人気）�� ５４８９（９番人気）
３連複票数 計 ５６６７２８ 的中 ��� ４８５４（２８番人気）
３連単票数 計 ９３１３２２ 的中 ��� １０８４（１７５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．５―１２．０―１２．３―１３．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンウォーマン �
�
父 War Chant �

�
母父 Gone West デビュー ２００８．６．２２ 福島３着

２００６．３．１５生 牡３青鹿 母 Eishin Marianna 母母 Dramatic Joy ８戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イナズマルビー号は，平成２１年３月３１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。



０７００３ ２月２８日 晴 稍重 （２１阪神１）第１日 第３競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

６８ ドリームクェーサー 牡３栗 ５６ 池添 謙一セゾンレースホース� 西浦 勝一 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ８１：２５．６ ６．８�

６９ エーシンビートロン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸平井 宏承氏 西園 正都 静内 服部 牧場 ４６０－１６１：２５．８１ ６．６�
４４ シ ュ ン リ キ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４７４＋ ４１：２６．４３� ２１３．７�
２２ ハードウォン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４６２＋ ６１：２６．５� １．６�
８１３ ディアトゥドリーム 牡３栗 ５６ 高野 容輔増田 雄一氏 崎山 博樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ９．６�
５７ シ ブ ン 牡３栗 ５６ 四位 洋文今 秀幸氏 水野 貴広 三石 萩澤 泰博 ４５２± ０１：２６．６クビ １７．８�
７１０ コスモクリスタル 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 	ビッグレッドファーム 田所 秀孝 日高 荒井ファーム ４５６＋ ６１：２７．２３� ４２．８

５６ マルブツハッピー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４６６－ ４１：２７．４１� １０．１�
３３ テイエムミステリー 牡３栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 浦河 中島牧場 ５０４－ ２１：２７．６１� １６２．５�
７１１ エーシンファステム 牡３栗 ５６

５３ ▲田村 太雅平井 宏承氏 坂口 正則 新冠 松浦牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ３１５．１
４５ マジックソルジャー 牡３栗 ５６

５４ △田中 克典	協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ５１６± ０１：２７．９２ ５４５．７�
８１２ ワンダーアムール 牡３鹿 ５６ 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 三石 米田牧場 ４９８± ０１：２８．３２� ３０．９�
１１ ベルモントミント 牝３青鹿５４ 幸 英明 	ベルモントファーム 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ４８８－ ６１：２８．４� ３２１．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，１１１，５００円 複勝： ５３，８４１，０００円 枠連： １５，１３０，９００円

普通馬連： ４１，８９０，１００円 馬単： ４２，８８３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１０６，６００円

３連複： ５６，８５８，６００円 ３連単： １１３，７２２，７００円 計： ３６１，５４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ３３０円 � ４００円 � ４，７８０円 枠 連（６－６） ３，２１０円

普通馬連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ５，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ７，０１０円 �� ９，６６０円

３ 連 複 ��� ７４，８００円 ３ 連 単 ��� ３６３，３３０円

票 数

単勝票数 計 １９１１１５ 的中 � ２２３４４（３番人気）
複勝票数 計 ５３８４１０ 的中 � ４７２１９（２番人気）� ３７８６４（３番人気）� ２５５１（９番人気）
枠連票数 計 １５１３０９ 的中 （６－６） ３４８６（８番人気）
普通馬連票数 計 ４１８９０１ 的中 �� １１２２４（８番人気）
馬単票数 計 ４２８８３３ 的中 �� ５５７６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１０６６ 的中 �� ５８１６（６番人気）�� ６１８（３３番人気）�� ４４７（３８番人気）
３連複票数 計 ５６８５８６ 的中 ��� ５６１（８７番人気）
３連単票数 計１１３７２２７ 的中 ��� ２３１（４１４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．１―１２．３―１２．５―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．１―４８．４―１：００．９―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームクェーサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００８．６．２９ 阪神２着

２００６．４．２０生 牡３栗 母 コスモフライト 母母 テンザンノノ ５戦１勝 賞金 ９，８５０，０００円



０７００４ ２月２８日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）稍重（２１阪神１）第１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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

６７ テイケイプリオール 牡４黒鹿５９ 熊沢 重文兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４５６＋ ６３：２１．３ １．６�

２２ カシノオウジャ 牡６鹿 ６０ 林 満明柏木 務氏 福永 甲 鵡川 貞広 賢治 ４９４± ０３：２１．９３� ３６．３�
８１０ スナークマイハート �４栗 ５９ 出津 孝一杉本仙次郎氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ ４８．６�
７９ スリーアトラス 牡６栗 ６０ 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４５２－ ６３：２２．０� １４．７�
８１１ メイショウアンドレ 牡６栗 ６０ 西谷 誠松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ５５０＋ ２３：２２．４２� ５．７�
７８ � マンノダイヤモンド 牝６栗 ５８ 今村 康成萬野 順啓氏 武田 博 新冠 若林牧場 ４５２－ ２３：２２．８２� １４．３�
４４ マーベラスウイル 牡４栗 ５９ 高野 容輔笹原 貞生氏 柴田 政見 静内 松田 三千雄 ４７０＋ ２３：２２．９� ３９．３	
１１ スズカトップ 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１４＋ ８３：２３．４３ ８．６

６６ � クリノラブダンス 牝５黒鹿５８ 白坂 聡栗本 博晴氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム ４７４－ ４３：２５．８大差 １２６．４�
５５ � レーザーウイング 牡５黒鹿６０ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 静内 グランド牧場 ４６０－ ２３：２９．４大差 ５６．８�
３３ ヤマカツマドンナ 牝５黒鹿５８ 高田 潤山田 博康氏 福島 信晴 浦河 久保 時夫 ４９０－１０３：３２．１大差 １２．２

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，９５６，７００円 複勝： ２３，６４２，０００円 枠連： １１，４８８，１００円

普通馬連： ３４，７５０，２００円 馬単： ３３，０１０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，０７１，２００円

３連複： ４５，８８５，３００円 ３連単： ９２，５３０，２００円 計： ２７０，３３３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ６３０円 � ９４０円 枠 連（２－６） ２，４７０円

普通馬連 �� ２，５５０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� １，５８０円 �� ６，３８０円

３ 連 複 ��� １３，８４０円 ３ 連 単 ��� ４７，５６０円

票 数

単勝票数 計 １４９５６７ 的中 � ７７１８５（１番人気）
複勝票数 計 ２３６４２０ 的中 � １３９１６８（１番人気）� ４６９８（７番人気）� ３０１０（１０番人気）
枠連票数 計 １１４８８１ 的中 （２－６） ３４４２（８番人気）
普通馬連票数 計 ３４７５０２ 的中 �� １００５９（８番人気）
馬単票数 計 ３３０１０１ 的中 �� ７９０６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４０７１２ 的中 �� ４２８４（９番人気）�� ２１８８（１７番人気）�� ５２２（４２番人気）
３連複票数 計 ４５８８５３ 的中 ��� ２４４７（４０番人気）
３連単票数 計 ９２５３０２ 的中 ��� １４３６（１３１番人気）

上り １マイル １：４６．０ ４F ５０．８－３F ３８．３
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→
→」
�
�
７，２（１１，１）（９，８，６）１０－４＝５＝３
７，１０（１１，２）１，９（８，６）－４＝５＝３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイケイプリオール �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．７．２９ 小倉１１着

２００５．３．１５生 牡４黒鹿 母 リ ス カ ム 母母 ラ ビ リ ン ス 障害：５戦１勝 賞金 １４，５００，０００円



０７００５ ２月２８日 晴 稍重 （２１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 （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

５９ ツカサゲンキ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎中務 幸雄氏 田所 秀孝 浦河 日優牧場 B４８０－ ２１：５５．４ ２８．２�

４７ ワイレアビーチ 牡３鹿 ５６ 小牧 太金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム B４９０－ ４ 〃 ハナ ６．７�

３６ マーリンシチー 牡３鹿 ５６ 川原 正一 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４４６± ０１：５５．６１� ７．６�
（兵庫）

７１４ シルクトマホーク 牡３栗 ５６ M．デムーロ 有限会社シルク安田伊佐夫 日高 ナカノファーム ４３０± ０ 〃 クビ １０．２�
（伊）

２３ シゲルトカチダケ 牡３黒鹿５６ 幸 英明森中 蕃氏 武田 博 門別 下河辺牧場 ４３６－ ４１：５５．７� １４４．５�
５１０ ヒシピラルクー 牡３青鹿 ５６

５４ △田中 克典阿部雅一郎氏 佐山 優 浦河 中村 雅明 ４９４＋ ４１：５６．０１� ２０４．９�
６１１ ナムラブレット 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 小野 秀治 ４４４＋ ８１：５６．２１� ４．１	
８１６ デンコウゼファー 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 鎌田 正嗣 ４４２± ０１：５６．５２ １７１．６

６１２ タガノガブリエル 牡３青 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２４－ ６１：５６．７１ ９．６�
２４ エーシンクラウニン 牡３鹿 ５６ 酒井 学平井 宏承氏 川村 禎彦 浦河 平成ファーム ４７２－ ４ 〃 ハナ １４８．２�
１１ セ ト ス テ イ 牡３鹿 ５６ 木村 健難波 経雄氏 清水 出美 日高 新井 昭二 ４３０＋１０１：５７．１２� ２０６．４

（兵庫）

１２ ハードイチオー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三津田 一男氏 福永 甲 新冠 メイタイ牧場 ４７４＋ ４１：５７．２クビ ５．１�
４８ バートンクリーク 牡３栗 ５６ 和田 竜二後藤 繁樹氏 崎山 博樹 新冠 大狩部牧場 ５１６－ ４１：５７．４１� ５．４�
８１５ スプリングカエサル 牡３黒鹿５６ 福永 祐一加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４６８－ ４１：５７．６１� １８．５�
３５ メイショウイロドリ 牝３栗 ５４ 池添 謙一松本 和子氏 荒川 義之 浦河 村中牧場 ４２４－ ４１：５８．０２� １１９．７�
７１３ ハマノバレンタイン 牡３青 ５６ 川田 将雅浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４７８＋ ４２：０２．２大差 ３９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，８０３，２００円 複勝： ２９，３９７，６００円 枠連： １７，１５３，４００円

普通馬連： ４９，３１６，８００円 馬単： ３７，１５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９９８，０００円

３連複： ６７，２１４，４００円 ３連単： １０２，７６０，８００円 計： ３３５，８００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８２０円 複 勝 � ７９０円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（４－５） ２，８４０円

普通馬連 �� ８，２６０円 馬 単 �� ２０，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３９０円 �� ２，２５０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １３，６７０円 ３ 連 単 ��� １３４，７１０円

票 数

単勝票数 計 １３８０３２ 的中 � ３８６７（９番人気）
複勝票数 計 ２９３９７６ 的中 � ８１７８（８番人気）� ３７８９９（３番人気）� ３２４３７（５番人気）
枠連票数 計 １７１５３４ 的中 （４－５） ４４６７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４９３１６８ 的中 �� ４４０９（２６番人気）
馬単票数 計 ３７１５６３ 的中 �� １３１１（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９９８０ 的中 �� １９１１（２７番人気）�� ２０３３（２６番人気）�� ６６９９（９番人気）
３連複票数 計 ６７２１４４ 的中 ��� ３６３０（４５番人気）
３連単票数 計１０２７６０８ 的中 ��� ５６３（３４２番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１３．２―１３．１―１２．９―１２．９―１２．７―１３．２―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．８―３７．０―５０．１―１：０３．０―１：１５．９―１：２８．６―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ツカサゲンキ �
�
父 サクラローレル �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２００８．１１．２３ 京都１７着

２００６．４．２２生 牡３鹿 母 ビビッドアイ 母母 テイーンズハート ８戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハマノバレンタイン号は，平成２１年３月３１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。



０７００６ ２月２８日 晴 稍重 （２１阪神１）第１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）

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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４８ ショウサンウルル 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠鈴木 昭和氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４６０ ―１：２７．１ １０．７�

７１３� コスモナダル 牡３黒鹿５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪
Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４５０ ―１：２７．８４ １７．５�
６１２ ファッショナブル 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成藤本 直弘氏 加用 正 日高 藤本 直弘 ４４４ ―１：２８．５４ １３．５�
１１ ヒシチャプター 牡３栗 ５６ 福永 祐一阿部雅一郎氏 的場 均 新冠 対馬 正 ４９２ ―１：２９．０３ ８．７�
６１１ エムテイハチマン 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４３０ ―１：２９．１� ５２．８�
７１４ ボーセジュール 牝３鹿 ５４ 石橋 守岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド ４４４ ― 〃 クビ １５．６�
５９ チ ェ ン ジ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４９０ ― 〃 アタマ ２．９	
３６ ベアオンワード 牡３栗 ５６

５４ △田中 克典樫山 ハル氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４５０ ―１：２９．８４ １６４．５

１２ タピルージュ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�下河辺牧場 中尾 正 日高 下河辺牧場 ４６２ ―１：２９．９� ６．７�
８１６ シースピアー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８２ ―１：３０．０� １４．０�
２３ ウマヒトスジ 牝３鹿 ５４ 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 静内 佐竹 学 ４６６ ―１：３０．２１ ６３．８
３５ � コスモエクスプレス 牡３芦 ５４ 川島 信二 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 豪 Copabella

Pty Ltd ５１２ ―１：３０．６２� ４６．１�
２４ キンショーアイドル 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三礒野日出夫氏 中村 均 新冠 村上 雅規 ４７２ ―１：３１．１３ ６６．６�
８１５ スピードジャンボ 牡３芦 ５６

５３ ▲田村 太雅�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７６ ―１：３１．３１� １８３．４�
４７ マイネルリンク 牡３栗 ５６

５３ ▲船曳 文士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 北出 成人 新冠 ビッグレッドファーム ４８０ ―１：３３．７大差 １４６．１�

５１０ ヒゼンノキセキ 牡３青鹿５６ 四位 洋文�前川企画 伊藤 正徳 平取 高橋 幸男 ４７６ ― （競走中止） ５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１９７，６００円 複勝： ２０，８５３，７００円 枠連： １８，８２９，５００円

普通馬連： ４４，０８４，４００円 馬単： ３２，４９３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９４０，５００円

３連複： ５４，１７６，４００円 ３連単： ８３，０３７，４００円 計： ２８４，６１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３１０円 � ４６０円 � ３７０円 枠 連（４－７） ４，４２０円

普通馬連 �� ９，９２０円 馬 単 �� １９，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５４０円 �� １，７４０円 �� ２，９６０円

３ 連 複 ��� ２９，９５０円 ３ 連 単 ��� １７３，１２０円

票 数

単勝票数 計 １６１９７６ 的中 � １２００２（５番人気）
複勝票数 計 ２０８５３７ 的中 � １８６７４（５番人気）� １１３８６（９番人気）� １５１２９（６番人気）
枠連票数 計 １８８２９５ 的中 （４－７） ３１５０（１７番人気）
普通馬連票数 計 ４４０８４４ 的中 �� ３２８０（３５番人気）
馬単票数 計 ３２４９３４ 的中 �� １２４９（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４９４０５ 的中 �� １４４８（３４番人気）�� ２１３５（２２番人気）�� １２３５（３６番人気）
３連複票数 計 ５４１７６４ 的中 ��� １３３５（９６番人気）
３連単票数 計 ８３０３７４ 的中 ��� ３５４（５３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３６．５―４８．８―１：０１．７―１：１４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウサンウルル �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Kingmambo 初出走

２００６．５．２６生 牝３鹿 母 キングズラヴ 母母 Love From the Air １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ヒゼンノキセキ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルリンク号は，平成２１年３月３１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 ウインドカッター号・グッドアジャイル号・ショウナンタイリン号・スターペスレイコ号・マジックアロー号・

ラプターストーム号



０７００７ ２月２８日 曇 良 （２１阪神１）第１日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

３６ バンガロール 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三吉田 和美氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 ４９２＋２６１：２３．４ ３．２�

７１３ カイシュウボナンザ 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４７６＋ ６１：２３．６１� ５．５�

５１０ フェイズシフト 牝３黒鹿５４ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４４４－ ２ 〃 クビ １６．６�
５９ アグネスナチュラル 牝３鹿 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７０－１０１：２３．７� ６．０�
４７ ドリームゼニス 牡３栗 ５６ 内田 博幸セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ ４．４�
２３ ナリタシリカ 牝３黒鹿５４ 川島 信二�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４２６＋ ６ 〃 ハナ ２７．６�
４８ ユーセイヤマトオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅	アサヒクラブ 岩元 市三 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ５００－ ２１：２３．９１� ３０８．０


６１２ ワンズガーホッド 牝３芦 ５４ 武 幸四郎	協和牧場 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４７０－ ６ 〃 クビ １７．１�
６１１� セイウンリファイン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ４８０± ０１：２４．０クビ ５６．３�
１１ トーセンピュリニー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠島川 哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：２４．３２ ８．７�
８１５ ヒカルジョディー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ２１：２４．４� ２４．２�
１２ 	 ホワイトイチ 牡３芦 ５６ 木村 健古川 直一氏 田中 範雄 新冠 中地 義次 ４４０－１４１：２４．６１� ３１７．１�

（兵庫） （兵庫）

７１４ アドマイヤサムライ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 新冠 オリエント牧場 ４４８± ０１：２４．７� １３６．５�
２４ リ ー テ ィ ラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４９０－ ６１：２４．８
 ７６．１�
３５ � タマキチャン 牝３青鹿５４ 荻野 要今 朝光氏 境 直行 浦河 王蔵牧場 ４２６－ ６１：２５．６５ １５７．０�
８１６	 スペシャルロッキー 牡３栗 ５６ 川原 正一津田 康平氏 斉藤 裕 日高 佐々木牧場 ４７４－ ２１：２５．７� ４００．０�

（兵庫） （兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４６１，８００円 複勝： ３８，８４０，５００円 枠連： １８，７１３，２００円

普通馬連： ６８，９４９，８００円 馬単： ４７，６５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４５０，９００円

３連複： ８３，４２８，９００円 ３連単： １３８，３４７，４００円 計： ４４４，８５２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ３９０円 枠 連（３－７） ９００円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，１７０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ４，７６０円 ３ 連 単 ��� １７，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２４４６１８ 的中 � ６２０９８（１番人気）
複勝票数 計 ３８８４０５ 的中 � ９１５０８（１番人気）� ５６５１２（３番人気）� １９７８６（６番人気）
枠連票数 計 １８７１３２ 的中 （３－７） １５３７９（３番人気）
普通馬連票数 計 ６８９４９８ 的中 �� ５４６９９（２番人気）
馬単票数 計 ４７６５９８ 的中 �� ２１８３６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４５０９ 的中 �� １６１８７（３番人気）�� ４９１６（１５番人気）�� ５４６７（１１番人気）
３連複票数 計 ８３４２８９ 的中 ��� １２９３５（１５番人気）
３連単票数 計１３８３４７４ 的中 ��� ５８２４（４６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１２．０―１２．１―１２．０―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３５．０―４７．１―５９．１―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バンガロール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００８．６．２８ 阪神１着

２００６．４．５生 牡３栗 母 スイートスリリング 母母 Gaelic Tune ４戦２勝 賞金 ２８，５２２，０００円
〔発走状況〕 タマキチャン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 タマキチャン号は，発走調教再審査。
※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 キンセイポラリス号・ボーカリスト号
※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。



０７００８ ２月２８日 晴 稍重 （２１阪神１）第１日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
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
１：４８．４

重

重

６７ クーノキセキ 牝４栗 ５４ 武 豊吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：５３．９ ５．３�

７８ トーセンバスケット 牝４黒鹿５４ 三浦 皇成島川 �哉氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４９４－１４１：５４．３２� １５．３�
５５ アドマイヤミスティ 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 中尾 正 浦河 辻 牧場 ４６０± ０１：５４．９３� ２．２�
８１０� エアデヴォン 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド庄野 靖志 静内 藤原牧場 ４９８－ ２１：５５．７５ ３．７�
３３ キャトルキャール 牝４栗 ５４ 秋山真一郎吉田 修氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４２２＋ ６１：５５．８� ４４．０�
２２ ワキノキルシェ 牝４青鹿５４ 川田 将雅脇山 良之氏 大根田裕之 浦河 岡本牧場 ３８８＋ ６１：５６．１１� １８．２	
８１１ チノハテマデモ 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥北所 直人氏 佐藤 全弘 静内 見上牧場 ５０６－ ８１：５６．３１� ２２．６

６６ アリージェンス 牝４黒鹿５４ 武 英智田中 春美氏 河野 通文 浦河 安原 実 ５１２－ ２１：５６．５１� ２４９．７�
４４ ハッピーラベンダー 牝４鹿 ５４ 和田 竜二宮本 貞雄氏 羽月 友彦 門別 石原牧場 ４６２＋１４１：５６．６� ２０５．８�
７９ トウカイアワード 牝５黒鹿５５ 内田 博幸内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 ４６８＋ ８１：５８．０９ ９．３
１１ クリールパトラー 牝５栗 ５５ 武 幸四郎横山 修二氏 武 邦彦 様似 猿倉牧場 ５２０± ０１：５９．７大差 ２７．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２３，６３３，２００円 複勝： ３８，５１０，３００円 枠連： １６，０９８，５００円

普通馬連： ６７，３０９，３００円 馬単： ５３，１０７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，００３，１００円

３連複： ７５，９０２，０００円 ３連単： １６８，３７６，５００円 計： ４６５，９４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � ３２０円 � １１０円 枠 連（６－７） １，６９０円

普通馬連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ７，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ２７０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 ��� ２３，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２３６３３２ 的中 � ３５３３８（３番人気）
複勝票数 計 ３８５１０３ 的中 � ３９４４９（３番人気）� ２０４１７（６番人気）� １５４９９１（１番人気）
枠連票数 計 １６０９８５ 的中 （６－７） ７０３３（７番人気）
普通馬連票数 計 ６７３０９３ 的中 �� １４１８９（１４番人気）
馬単票数 計 ５３１０７２ 的中 �� ５３９７（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３００３１ 的中 �� ３９９７（１６番人気）�� ２４７６１（２番人気）�� １０９３４（５番人気）
３連複票数 計 ７５９０２０ 的中 ��� ２２９４８（８番人気）
３連単票数 計１６８３７６５ 的中 ��� ５２９６（７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３８．３―５１．３―１：０４．１―１：１６．５―１：２８．９―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クーノキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．３．２３ 阪神４着

２００５．４．２５生 牝４栗 母 ビルアンドクー 母母 ユ メ シ バ イ ８戦２勝 賞金 １４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリールパトラー号は，平成２１年３月３１日まで平地競走に出走できない。



０７００９ ２月２８日 晴 良 （２１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，２０．３．１以降２１．２．２２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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２３ � ウィズディクタット 牡５青鹿５６ 岩田 康誠加藤 守氏 矢作 芳人 英
Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４８８± ０１：３５．７ ６．９�

７１３ ファイアレッド 牡４青鹿５４ 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 三石 追分ファーム B４７０＋ ２ 〃 クビ １２．５�
４７ ゼンノモナルカ 牡５黒鹿５４ 川原 正一大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 B４７２－ ２ 〃 ハナ ４８．０�

（兵庫）

８１６ ウインキングストン 牡４栗 ５５ 武 幸四郎�ウイン 武 邦彦 新冠 村上 欽哉 ５０４－ ６１：３５．８クビ ３．３�
３５ フィッツロイ 牡４鹿 ５４ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 アタマ １３．８�
１２ ニホンピロシェリー 牝５鹿 ５３ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 佐竹 学 ４６４＋ ６１：３５．９� ３５．７	
１１ コパノオーシャンズ 牝５黒鹿５２ 三浦 皇成小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４０８＋ ２ 〃 クビ ３４．２

６１２ メイショウルシェロ 牝４黒鹿５２ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４０８－ ４１：３６．１１ ４２．７�
８１５ シャイニーボーイ 牡６青鹿５６ 内田 博幸小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５１４＋ ４１：３６．２� ５．２�
３６ エイシンルンナ 牝７芦 ５２ 川田 将雅平井 豊光氏 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ９９．７
２４ トムウィンズ 牡４芦 ５５ 岩崎 祐己半田 勉氏 西橋 豊治 静内 聖心台牧場 B４６６－ ２１：３６．３� １１．６�
７１４ マイネルクラッチ 牡５鹿 ５７ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ５０８＋ ８ 〃 アタマ ５．８�
５１０� エイシンインパール 牡７芦 ５４ 小牧 太平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller

Farms, Inc. ５２０－ ４１：３６．５１ ４８．７�
６１１ スパニッシュソウル 牝６鹿 ５３ 和田 竜二八木 良司氏 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ １７．３�
５９ 	 ゲットクール 牡７栗 ５１ 田中 克典狩野 秀彦氏 鮫島 一歩 平取 高橋 啓 ４９４＋ ４１：３６．７１ ２５９．０�
４８ カシノマイケル 牡６青鹿５５ 藤岡 佑介柏木 務氏 田所 清広 新冠 小泉 学 ４６６＋ ４１：３６．９１ ６５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，５５６，６００円 複勝： ４３，９２５，９００円 枠連： ３５，２５７，１００円

普通馬連： １２０，８５３，９００円 馬単： ７３，４７６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２９６，５００円

３連複： １４０，９８１，０００円 ３連単： ２６９，７９８，５００円 計： ７４６，１４６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２２０円 � ３７０円 � ９７０円 枠 連（２－７） ７６０円

普通馬連 �� ３，６６０円 馬 単 �� ７，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� ３，６４０円 �� ６，１００円

３ 連 複 ��� ６０，７４０円 ３ 連 単 ��� ２４３，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２６５５６６ 的中 � ３０６２７（４番人気）
複勝票数 計 ４３９２５９ 的中 � ６２８５１（３番人気）� ３０９４６（６番人気）� １００８０（１２番人気）
枠連票数 計 ３５２５７１ 的中 （２－７） ３４５１５（３番人気）
普通馬連票数 計１２０８５３９ 的中 �� ２４４０２（１６番人気）
馬単票数 計 ７３４７６７ 的中 �� ７２９１（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２９６５ 的中 �� ７６９７（１０番人気）�� ２３５９（４５番人気）�� １３９６（７１番人気）
３連複票数 計１４０９８１０ 的中 ��� １７１３（１８４番人気）
３連単票数 計２６９７９８５ 的中 ��� ８１９（７００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．６―４８．０―１：００．４―１：１１．９―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウィズディクタット �
�
父 Diktat �

�
母父 Dayjur デビュー ２００６．７．２ 函館５着

２００４．２．１８生 牡５青鹿 母 With Fervour 母母 Fran’s Valentine ２３戦４勝 賞金 ７４，８９２，０００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。



０７０１０ ２月２８日 晴 良 （２１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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．７
２：２２．１

良

良

５７ アーネストリー 牡４鹿 ５６ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２０± ０２：２８．２ ２．６�

７１０ ナムラクレセント 牡４鹿 ５６ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４８４－ ２２：２８．６２� ５．３�
４５ ケンブリッジレーザ 牡６青 ５７ 岩田 康誠中西 健造氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ４９０－ ６２：２８．９１� ３７．１�
３３ メトロシュタイン 牡５青鹿５７ 福永 祐一太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５２４± ０２：２９．１１	 １１．１�
７１１ タニノディキディキ 牡６鹿 ５７ M．デムーロ谷水 雄三氏 長浜 博之 静内 カントリー牧場 ４７４± ０ 〃 クビ １４．６�

（伊）

５６ ロードアンセム 牡７栗 ５７ 武 豊 �ロードホースクラブ 武 邦彦 門別 日高大洋牧場 ５０８＋１０ 〃 ハナ １４．３�
１１ ピサノエミレーツ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 ４９４－ ６２：２９．４１� ４．７	
６８ マイネルネオス 牡６鹿 ５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４８± ０２：３０．０３� ９８．７

８１２ ミッキーチアフル 牡４鹿 ５６ 内田 博幸野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ８ 〃 クビ ８．８�
６９ ロックスピリッツ 牡７鹿 ５７ 三浦 皇成 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム ４６４－ ４２：３０．２１	 １００．５
２２ ア ル カ ザ ン 牡４鹿 ５６ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 門別 シンコーファーム ４８８－ ２ 〃 クビ ２０．８�
８１３ アラタマサモンズ 牡７鹿 ５７ 小牧 太荒木 謙次氏 新川 恵 門別 槇本牧場 ５１６＋ ２ 〃 ハナ ２９．６�
４４ ビーオブザバン 牡６鹿 ５７ 木村 健金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム B５０２－ ２２：３１．１５ ２０３．４�
（兵庫）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４３，５４９，６００円 複勝： ７６，９４３，８００円 枠連： ３７，３６５，７００円

普通馬連： １９１，６７３，２００円 馬単： １０５，０７１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，００８，５００円

３連複： １９９，４１３，１００円 ３連単： ４０７，７１９，８００円 計： １，１０８，７４５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ７２０円 枠 連（５－７） ４２０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，５１０円 �� ３，０４０円

３ 連 複 ��� ８，５７０円 ３ 連 単 ��� ２６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ４３５４９６ 的中 � １３２１６７（１番人気）
複勝票数 計 ７６９４３８ 的中 � ２４１３５５（１番人気）� ９６４６１（３番人気）� １７９３０（１０番人気）
枠連票数 計 ３７３６５７ 的中 （５－７） ６６７４９（１番人気）
普通馬連票数 計１９１６７３２ 的中 �� ２０３３６８（２番人気）
馬単票数 計１０５０７１９ 的中 �� ６２０３９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７００８５ 的中 �� ４５３４６（２番人気）�� ７１１３（２０番人気）�� ３４４５（３３番人気）
３連複票数 計１９９４１３１ 的中 ��� １７１８２（３１番人気）
３連単票数 計４０７７１９８ 的中 ��� １１３７８（８６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．２―１２．２―１２．１―１２．８―１３．２―１３．２―１３．４―１１．５―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．８―３６．０―４８．２―１：００．３―１：１３．１―１：２６．３―１：３９．５―１：５２．９―２：０４．４―２：１６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アーネストリー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．７．８ 阪神１着

２００５．５．１７生 牡４鹿 母 レットルダムール 母母 ダイナチヤイナ ８戦４勝 賞金 ６２，４２２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔発走状況〕 アラタマサモンズ号は，枠入り不良。

ミッキーチアフル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ミッキーチアフル号は，発走調教再審査。
※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。



０７０１１ ２月２８日 晴 良 （２１阪神１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第１８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２，０００万
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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１１ ダブルウェッジ 牡３鹿 ５６ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５３４－ ６１：３５．６ １０．７�

６８ マイネルエルフ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４９６＋ ４１：３５．７� ５８．５�
（伊）

７１１ ミッキーパンプキン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４４４± ０１：３５．８クビ ６．４�
５７ アイアンルック 牡３鹿 ５６ 武 豊池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５２６－ ４ 〃 アタマ ３．０�
６９ タイガーストーン 牡３鹿 ５６ 木村 健後藤 繁樹氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ ６７．２�

（兵庫）

４５ アドバンスヘイロー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４４２－ ４１：３６．０１	 ８．２�
４４ ケイアイドウソジン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �啓愛義肢材料販売所 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４８０＋ ６１：３６．１
 ３９．７	
８１２ ジョーメテオ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５００－ ２ 〃 アタマ １０．７

２２ ケイアイテンジン 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７０± ０１：３６．３� １７．９�
５６ ツクバホクトオー 牡３黒鹿５６ 四位 洋文荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４７２－１６ 〃 ハナ １３．８�
８１３ キングスレガリア 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 サンデーレーシング 中竹 和也 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４５２＋ ２１：３６．７２
 ２３．９�
７１０� ス ー ニ 牡３鹿 ５７ 内田 博幸吉田 和美氏 吉田 直弘 米 Highclere

Inc. ４７６＋ ２１：３７．０２ ４．８�
３３ メイショウボルト 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 武 邦彦 浦河 日田牧場 ４２８± ０１：３７．３１� ４４．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０６，９９３，３００円 複勝： １４２，８６３，７００円 枠連： ８８，５７９，４００円

普通馬連： ５０９，２４５，４００円 馬単： ２９１，０２１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２１，９０４，７００円

３連複： ５６８，６７８，７００円 ３連単： １，２５２，６４４，７００円 計： ３，０８１，９３１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３００円 � １，２００円 � ２２０円 枠 連（１－６） １０，０５０円

普通馬連 �� １７，６６０円 馬 単 �� ３４，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６００円 �� ８４０円 �� ３，９８０円

３ 連 複 ��� ２９，４６０円 ３ 連 単 ��� ２５１，６９０円

票 数

単勝票数 計１０６９９３３ 的中 � ７９０７５（６番人気）
複勝票数 計１４２８６３７ 的中 � １２９４１９（５番人気）� ２５６４１（１２番人気）� １９９７５２（３番人気）
枠連票数 計 ８８５７９４ 的中 （１－６） ６５０５（２５番人気）
普通馬連票数 計５０９２４５４ 的中 �� ２１２８３（５１番人気）
馬単票数 計２９１０２１２ 的中 �� ６１６８（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２１９０４７ 的中 �� ６３５６（５２番人気）�� ３７８３３（６番人気）�� ７３６１（４５番人気）
３連複票数 計５６８６７８７ 的中 ��� １４２５０（９８番人気）
３連単票数 計１２５２６４４７ 的中 ��� ３６７３（７２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．３―１２．０―１２．４―１２．１―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．５―３４．８―４６．８―５９．２―１：１１．３―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダブルウェッジ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００８．１０．１８ 京都２着

２００６．４．２６生 牡３鹿 母 ファインディンプル 母母 ファインディッシュ ７戦２勝 賞金 ７０，５５７，０００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。



０７０１２ ２月２８日 晴 稍重 （２１阪神１）第１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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

３６ シルクレセプション 牡４栗 ５７ 岩田 康誠有限会社シルク中村 均 新冠 村上牧場 ５０６± ０１：２４．７ ６．６�

７１４� フミノパシフィック 牡４栗 ５７ 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５０６＋ ６ 〃 クビ １８．１�
６１２ スカーレットライン 牡４栗 ５７ 三浦 皇成 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７６－ ８１：２４．９１� ９．６�
８１５ セイカアレグロ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４９２－１０１：２５．１１	 ４９．５�
６１１ ダノンジュピター 牡４栗 ５７ 武 豊�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４９０－ ４１：２５．２クビ ３．６�
８１６
 フェスティバルイヴ �４黒鹿５７ 福永 祐一前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton

C. Jones ４６６－ ２ 〃 クビ ２３．６�
３５ テイエムフルパワー 牡５栗 ５７ M．デムーロ竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４３４＋ ２１：２５．３クビ ８．２	

（伊）

４７ リーガルスキーム 牡４栗 ５７ 和田 竜二 
キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４６２－ ４ 〃 同着 ３．４�
２３ イ チ オ カ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文三宅 勝俊氏 安田 隆行 様似 能登ファーム ５１０－１２１：２５．６２ ７．３�
５９ セイウンマル 牡６黒鹿５７ 秋山真一郎西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６６－ ８ 〃 アタマ １０８．７
１２ マイグローリアス 牡７芦 ５７ 武 幸四郎五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５２０－ ４１：２５．７クビ ７０．０�
５１０ クリノゴールド 牡６栗 ５７ 北村 浩平栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４６４＋ ８１：２６．０１� ２９４．７�
２４ ピンクペガサス 牡４黒鹿５７ 幸 英明木村 久子氏 服部 利之 静内 フジワラフアーム ４９４－ ２１：２６．２１	 ８０．２�
１１ � グラインダー 牡６栗 ５７ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４６６－ ４１：２６．３クビ ２５２．８�
４８ � シゲルレスポワール 牡４青鹿５７ 川田 将雅森中 蕃氏 川村 禎彦 新冠 長浜 秀昭 ４４８＋ ４ 〃 アタマ ２１２．５�
７１３ フォワードダンサー �６鹿 ５７

５５ △田中 克典岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 インターナシヨナル牧場 ５４２－ ６１：２６．４� ４１６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，７１３，０００円 複勝： ６５，６２７，９００円 枠連： ４４，８８８，９００円

普通馬連： １６８，８８７，７００円 馬単： ９９，４８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２２５，５００円

３連複： １７７，５１８，５００円 ３連単： ３９５，１８２，７００円 計： １，０３７，５２４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２４０円 � ４３０円 � ３６０円 枠 連（３－７） ２，６７０円

普通馬連 �� ６，２００円 馬 単 �� １１，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７２０円 �� １，４３０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� ２１，６７０円 ３ 連 単 ��� １２８，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３９７１３０ 的中 � ４８１３８（３番人気）
複勝票数 計 ６５６２７９ 的中 � ８０１９０（４番人気）� ３７１８９（７番人気）� ４７０６５（６番人気）
枠連票数 計 ４４８８８９ 的中 （３－７） １２４３３（１４番人気）
普通馬連票数 計１６８８８７７ 的中 �� ２０１３３（２０番人気）
馬単票数 計 ９９４８０１ 的中 �� ６６７４（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２２５５ 的中 �� ６６６４（２０番人気）�� ８０６７（１７番人気）�� ４０１１（２８番人気）
３連複票数 計１７７５１８５ 的中 ��� ６０４８（５８番人気）
３連単票数 計３９５１８２７ 的中 ��� ２２７８（３２６番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
３ １４，１６（１０，６，１１）（４，７，１３）１２（２，８，５）（１，９）３－１５ ４ ・（１４，１６）（１０，６，１１）（７，１３）４，１２，２（８，５）（１，９，３）－１５

勝馬の
紹 介

シルクレセプション �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．６．１６ 函館５着

２００５．２．１１生 牡４栗 母 アフリートダンサー 母母 クレアーズオピニオン １９戦３勝 賞金 ３６，５０１，０００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 ホーマンクラフト号
※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。



（２１阪神１）第１日 ２月２８日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７０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

２５１，９３０，０００円
８，５２０，０００円
２１，２２０，０００円
１，７００，０００円
２５，８４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，５５６，０００円
５，１７１，２００円
１，６８３，０００円

勝馬投票券売得金
３６０，５７８，１００円
６０６，７５９，４００円
３２９，９６２，７００円
１，３８５，０７６，６００円
８９１，８１６，４００円
３９７，４８０，３００円
１，５８９，４３９，０００円
３，２２７，０５２，３００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 ８，７８８，１６４，８００円

総入場人員 １９，１８２名 （有料入場人員 １８，１７７名）




