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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

04049 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

714 ウィシンクアスク 牝3黒鹿54 岩田 望来廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 482± 01：55．1 5．4�
815 ア エ リ ー ゾ 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 ハナ 2．2�
611 デ ィ ス コ 牝3鹿 54 和田 竜二 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 日高 荒井ファーム 480－ 61：55．41� 2．0�
23 エイミーバローズ 牝3栗 54 団野 大成猪熊 広次氏 松下 武士 日高 シンボリ牧場 454± 01：56．46 41．3�
59 カホウハネテマテ 牝3芦 54 小崎 綾也 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 惣田 英幸 468± 01：57．67 447．5	
510 ブラックオパール 牝3黒鹿54 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 480－ 41：58．34 28．4

36 ビロードシーン 牝3黒鹿54 田中 健ディアレストクラブ� 飯田 祐史 浦河 ディアレスト

クラブ 450－ 8 〃 ハナ 357．5�
35 マ ー 牝3栗 54 太宰 啓介北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 422－121：58．4� 211．1
816 スリーズロワイヤル 牝3黒鹿54 酒井 学飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 424± 01：58．5アタマ 57．1�
713 ヨハマンゾクジャ 牝3栗 54 国分 恭介 �キャピタル・システム 牧田 和弥 日高 前野牧場 462－ 21：58．6� 198．6�
47 シ シ ャ モ 牝3鹿 54 川島 信二�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 432－10 〃 クビ 183．5�
12 イングレーヴ 牝3鹿 54 富田 暁 �キャロットファーム 武 英智 千歳 社台ファーム 450 ―1：58．8� 146．3�
48 デンドロビウム 牝3鹿 54 国分 優作金山 政信氏 森田 直行 浦河 谷口牧場 454± 0 〃 アタマ 109．1�
612 スーサンユッセ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣林 進氏 笹田 和秀 浦河 浦河日成牧場 468± 0 〃 クビ 316．0�
11 イザベルクイーン 牝3鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 416－ 41：58．9� 170．5�
24 ベリーナブルー 牝3栗 54 松田 大作�三嶋牧場 長谷川浩大 日高 木村牧場 444 ―1：59．11� 120．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，765，400円 複勝： 102，306，700円 枠連： 9，616，400円
馬連： 43，401，300円 馬単： 25，485，100円 ワイド： 42，621，100円
3連複： 82，110，000円 3連単： 111，572，600円 計： 454，878，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 120円 � 100円 � 100円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 200円 �� 180円 �� 110円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 2，530円

票 数

単勝票数 計 377654 的中 � 55287（3番人気）
複勝票数 計1023067 的中 � 51129（3番人気）� 109298（2番人気）� 774604（1番人気）
枠連票数 計 96164 的中 （7－8） 12928（3番人気）
馬連票数 計 434013 的中 �� 53588（3番人気）
馬単票数 計 254851 的中 �� 13202（6番人気）
ワイド票数 計 426211 的中 �� 39893（3番人気）�� 50513（2番人気）�� 131313（1番人気）
3連複票数 計 821100 的中 ��� 220595（1番人気）
3連単票数 計1115726 的中 ��� 31965（6番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．8―12．7―12．7―12．8―12．6―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―38．2―50．9―1：03．6―1：16．4―1：29．0―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィシンクアスク �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．11．21 阪神9着

2019．3．5生 牝3黒鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ツンデレ号・ヒロシゲローズ号

04050 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．5

重
重

22 ナムラフランク 牡3青鹿56 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 日高 ナカノファーム 474± 01：12．9 2．8�
611 レッドアクトゥール 牡3青 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B462± 01：14．17 1．9�
58 アマノカイザー 牡3鹿 56 国分 優作中村 孝氏 藤沢 則雄 登別 ユートピア牧場 462＋ 21：14．73� 110．4�
11 ド ゴ ン 牡3鹿 56 松田 大作椎名 節氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋201：15．12� 76．0�
712 ライブリインパクト 牡3鹿 56 和田 翼加藤 哲郎氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 470＋ 41：15．2� 234．9�
815 ベラジオプライド 牡3栗 56 岩田 望来林田 祥来氏 上村 洋行 浦河 辻 牧場 B454＋ 21：15．4� 6．4	
610 ワールドブルックス 牡3芦 56 川島 信二本間 茂氏 本田 優 日高 天羽牧場 488＋ 21：15．72 546．3

35 エムリエール 牡3鹿 56 幸 英明村上 憲政氏 大橋 勇樹 浦河 杵臼斉藤牧場 458－ 4 〃 クビ 11．6�
23 オーケークィーン 牝3栗 54 富田 暁小野 建氏 奥村 豊 新ひだか 畠山牧場 444－ 21：15．8� 215．5�
814 テリオスリノ 牝3黒鹿54 川須 栄彦鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 432＋ 21：16．12 120．0
47 モンテラパン 牡3青 56 酒井 学村上 憲政氏 池添 兼雄 日高 OK Ranch 444－ 41：16．2クビ 602．0�
46 メイショウサキガケ 牡3鹿 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 442＋ 61：16．51� 50．8�
34 キタサンユーダイ 牡3鹿 56 藤岡 佑介�大野商事 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 476－ 61：16．6� 20．5�
59 ヤマノミドリ 牝3鹿 54 岩田 康誠泉 一郎氏 中尾 秀正 新ひだか 沖田 哲夫 502± 01：17．13 45．9�
713 ステラナトゥーラ 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希�髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 436－121：17．52� 361．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，125，300円 複勝： 67，362，700円 枠連： 11，252，000円
馬連： 50，877，400円 馬単： 28，678，400円 ワイド： 51，739，800円
3連複： 82，478，900円 3連単： 109，550，300円 計： 438，064，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 580円 枠 連（2－6） 270円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，930円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 14，080円

票 数

単勝票数 計 361253 的中 � 102476（2番人気）
複勝票数 計 673627 的中 � 112523（2番人気）� 363446（1番人気）� 9988（8番人気）
枠連票数 計 112520 的中 （2－6） 31672（1番人気）
馬連票数 計 508774 的中 �� 138742（1番人気）
馬単票数 計 286784 的中 �� 32858（2番人気）
ワイド票数 計 517398 的中 �� 119514（1番人気）�� 5352（19番人気）�� 7382（14番人気）
3連複票数 計 824789 的中 ��� 13887（10番人気）
3連単票数 計1095503 的中 ��� 5638（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．0―12．7―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．5―48．2―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラフランク �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．12．5 阪神3着

2019．3．20生 牡3青鹿 母 ナムラヒラリー 母母 ティアドロップス 4戦1勝 賞金 9，520，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマノミドリ号・ステラナトゥーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月26日

まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 モンテラパン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月26日まで平地競走に出走できな

い。

第１回 阪神競馬 第５日



04051 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

812 アランチャータ 牝3黒鹿54 富田 暁ディアレストクラブ� 上村 洋行 新ひだか 嶋田牧場 464＋101：26．1 18．3�
711 ブラックサウザー 牡3青 56 国分 恭介今井 優氏 大根田裕之 新ひだか 株式会社 ア

フリートファーム 426＋ 81：26．42 6．8�
45 � ハイパーストーム 牝3鹿 54 岩田 望来合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 米 Winches-
ter Farm 452＋ 41：26．61 3．0�

11 クリノミニスター 牡3鹿 56 太宰 啓介栗本 守氏 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 468＋ 21：26．91� 6．7�
44 ネヴァイナフ 牡3鹿 56 和田 竜二ルシミエント 小崎 憲 新ひだか 原口牧場 474± 01：27．21� 2．7�
69 ディーズルージュ 牝3芦 54 幸 英明秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 466－101：27．51� 29．5	
813 ブラックラスター 牡3青鹿56 横山 典弘田代 洋己氏 鈴木 伸尋 新ひだか 有限会社石川牧場 514－ 41：28．24 6．8

56 テ ィ グ ル 牡3鹿 56

53 ▲服部 寿希加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 468＋ 41：28．52 168．0�
33 アイファーラニオー 牡3栗 56 藤井勘一郎中島 稔氏 �島 一歩 日高 Wing Farm B476－ 21：29．03 242．6�
57 テンダーメモリー 牝3芦 54 和田 翼 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 446＋ 4 〃 ハナ 369．4
710 ストームサージ �3青鹿56 秋山真一郎ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 41：30．17 58．2�
68 メイショウゲンパク 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 本桐牧場 478 ―1：30．84 236．9�
22 モズテンクウ 牡3鹿 56 団野 大成 �キャピタル・システム 清水 久詞 苫小牧 アスラン B492＋161：31．97 141．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，976，500円 複勝： 46，997，200円 枠連： 10，255，400円
馬連： 50，104，700円 馬単： 24，851，200円 ワイド： 49，520，100円
3連複： 74，519，900円 3連単： 86，001，900円 計： 381，226，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 440円 � 170円 � 160円 枠 連（7－8） 1，400円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 14，410円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 1，050円 �� 400円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 52，660円

票 数

単勝票数 計 389765 的中 � 16961（6番人気）
複勝票数 計 469972 的中 � 20318（6番人気）� 79915（3番人気）� 89164（2番人気）
枠連票数 計 102554 的中 （7－8） 5661（5番人気）
馬連票数 計 501047 的中 �� 6236（16番人気）
馬単票数 計 248512 的中 �� 1293（39番人気）
ワイド票数 計 495201 的中 �� 6920（17番人気）�� 11695（13番人気）�� 34964（5番人気）
3連複票数 計 745199 的中 ��� 8864（22番人気）
3連単票数 計 860019 的中 ��� 1184（162番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．8―12．5―12．6―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．8―47．3―59．9―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アランチャータ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．11 阪神13着

2019．4．9生 牝3黒鹿 母 ライムスカッシュ 母母 ライムキャンディ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウゲンパク号・モズテンクウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年3月

26日まで平地競走に出走できない。

04052 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

714 プルサティーラ 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 420＋ 41：34．3 3．0�
12 スコールユニバンス 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：34．61� 3．4�
35 アオイゴールドワン 牡3鹿 56 和田 竜二新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 468＋ 2 〃 クビ 6．9�
817 アリアンロッド 牝3栗 54 藤井勘一郎�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 41：34．81� 390．6�
816 オーダーナチュラル 牡3黒鹿56 松田 大作 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 456－ 21：34．9� 38．7	
818 クリノインパクト 牡3青鹿56 岩田 望来栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 464＋ 21：35．11 27．1

510 ヨシノエスポワール 牡3鹿 56 国分 優作清水 義德氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド B486＋ 81：35．2� 163．4�
24 ソ ク ラ テ ス 牡3鹿 56 幸 英明近藤 英子氏 音無 秀孝 洞	湖 レイクヴィラファーム B488＋ 61：35．41� 7．4�
47 アモールファティ 牝3鹿 54 国分 恭介薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 422＋14 〃 � 334．9
713 マイネルレノン 牡3栗 56 団野 大成 �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 460＋101：35．71� 47．7�
48 アンナアラジン 牝3黒鹿54 �島 良太橋本 浩氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 418 ― 〃 クビ 472．8�
23 モズベイパーコーン 牝3青鹿54 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 藤岡 健一 日高 株式会社

目黒牧場 490－10 〃 ハナ 18．0�
11 テイケイレジーナ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 444－ 61：35．8クビ 375．1�
36 ショウナンナダル 牝3黒鹿54 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 444－ 41：36．11� 5．2�
611 カネトシダリア 牝3芦 54 荻野 琢真兼松 昌男氏 五十嵐忠男 日高 大江牧場 452－ 21：36．84 628．3�
612 バリューテーラー 牝3黒鹿54 藤懸 貴志中西 浩一氏 森田 直行 日高 藤本ファーム 430－ 2 〃 同着 132．5�
715
 キューバンスパーク 牡3鹿 56 富田 暁ゴドルフィン 角田 晃一 英 Dalwhinnie

Bloodstock 514 ―1：37．75 461．0�
59 ワイドスナイパー 牡3鹿 56 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 新ひだか 土田ファーム 432± 01：40．4大差 348．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，101，600円 複勝： 67，405，700円 枠連： 13，571，100円
馬連： 61，456，200円 馬単： 26，863，600円 ワイド： 62，680，500円
3連複： 104，500，300円 3連単： 100，042，000円 計： 482，621，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 160円 枠 連（1－7） 730円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 330円 �� 380円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 6，740円

票 数

単勝票数 計 461016 的中 � 119084（1番人気）
複勝票数 計 674057 的中 � 131961（2番人気）� 135338（1番人気）� 99342（4番人気）
枠連票数 計 135711 的中 （1－7） 14313（4番人気）
馬連票数 計 614562 的中 �� 58896（2番人気）
馬単票数 計 268636 的中 �� 13619（2番人気）
ワイド票数 計 626805 的中 �� 50029（2番人気）�� 40698（5番人気）�� 45116（3番人気）
3連複票数 計1045003 的中 ��� 59973（2番人気）
3連単票数 計1000420 的中 ��� 10755（8番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―11．2―11．8―12．2―11．7―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．3―34．5―46．3―58．5―1：10．2―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 ・（12，13）3（6，9）4－（1，10）（5，7）（14，11）2（8，18）－17－16－15 4 ・（12，13）（3，6，10）（1，4）5，2（14，7，9）11（8，18）16，17＝15

勝馬の
紹 介

プルサティーラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Azamour デビュー 2021．7．24 新潟3着

2019．2．21生 牝3鹿 母 カヴァートラブ 母母 Wing Stealth 5戦1勝 賞金 10，280，000円
〔発走状況〕 スコールユニバンス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 スコールユニバンス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイドスナイパー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アンブロジアーナ号



04053 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第5競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時15分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
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
1：08．5

重
重

815 バトルクライ 牡3栗 56 岩田 望来 �Gリビエール・
レーシング 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 480± 01：12．8 1．5�
611 クロジシジョー 牡3青鹿56 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 434± 01：12．91 9．2�
48 カネコメシスター 牝3栗 54 森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 ラツキー牧場 472－ 41：13．53� 40．4�
47 エクサープト 牝3栗 54 藤懸 貴志水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 482＋10 〃 アタマ 64．4�
23 ゼットノヴァ 牡3青鹿56 酒井 学�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 432－ 81：13．71 7．0	
35 モ ナ ル ヒ 牡3鹿 56 小崎 綾也�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 平山牧場 468＋141：14．02 23．5

11 カライカマウリオラ 牡3黒鹿56 幸 英明土井久美子氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 480± 01：14．1� 42．1�
24 カネトシブルーム 牡3芦 56 富田 暁兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 504－ 21：14．2� 78．5�
510 ナツイロノオトメ 牝3青鹿54 藤岡 佑介岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 高村牧場 472＋ 2 〃 アタマ 218．9
12 ミルトクリーガー 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 468＋ 21：14．3クビ 103．8�
612 シホノディレット 牡3鹿 56 和田 竜二村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B544＋18 〃 ハナ 160．7�
36 ワ ガ ン セ 牡3芦 56 団野 大成�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B454＋ 81：15．04 116．7�
714 スマートプレジール 牝3鹿 54 福永 祐一大川 徹氏 浅見 秀一 新ひだか 静内山田牧場 472± 01：15．74 106．3�
59 ユウグロスファクタ 牝3栗 54 岩田 康誠�アイテツ 新谷 功一 新ひだか 静内白井牧場 498± 01：16．12� 181．4�
713 インプロバイザー 牡3芦 56 川田 将雅江馬 由将氏 音無 秀孝 安平 追分ファーム 462－ 2 〃 クビ 5．7�
816 ベルマーレミノル 牝3栗 54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 482± 01：16．95 63．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，228，600円 複勝： 90，938，800円 枠連： 13，747，300円
馬連： 68，621，800円 馬単： 34，601，000円 ワイド： 75，010，600円
3連複： 114，286，300円 3連単： 128，974，700円 計： 585，409，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 470円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 290円 �� 940円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 10，190円

票 数

単勝票数 計 592286 的中 � 306239（1番人気）
複勝票数 計 909388 的中 � 418134（1番人気）� 94680（4番人気）� 24932（7番人気）
枠連票数 計 137473 的中 （6－8） 18503（3番人気）
馬連票数 計 686218 的中 �� 86687（3番人気）
馬単票数 計 346010 的中 �� 30522（3番人気）
ワイド票数 計 750106 的中 �� 77642（2番人気）�� 19255（8番人気）�� 6862（24番人気）
3連複票数 計1142863 的中 ��� 19399（12番人気）
3連単票数 計1289747 的中 ��� 9173（24番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．3―12．5―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルクライ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．7．24 新潟4着

2019．5．16生 牡3栗 母 ディアコメット 母母 サ ム タ イ ム 6戦2勝 賞金 15，080，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルマーレミノル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オーロベルディ号

04054 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

810 キングダムウイナー 牡5鹿 57 川田 将雅ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 484－ 21：54．4 1．4�
67 アイスヴィスタ 牝5芦 55 �島 良太村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 478± 01：54．72 25．9�
44 ラヴベローナ 牝7鹿 55 藤岡 佑介菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B498± 01：55．12� 82．9�
811 グリンブルスティ 牡4鹿 56 酒井 学�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ B488＋10 〃 クビ 40．3�
33 サウザンドスマイル 牝5鹿 55 富田 暁�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 2 〃 アタマ 49．4�
55 � レッドレジェーラ �4黒鹿56 和田 竜二 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478＋ 41：55．52� 10．4	
22 � フ ロ イ ン グ 牡4鹿 56 国分 恭介宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 466＋ 21：55．71� 195．4

11 ニホンピロストーム 牡5鹿 57 岩田 望来小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 佐竹 学 552＋241：56．12� 4．1�
78 ブロフェルド 牡5鹿 57 団野 大成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 茶木 太樹 浦河 辻 牧場 546± 01：56．31� 8．9�
66 � メイショウワダマ 牝5栗 55 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 絵笛牧場 456± 01：56．4� 55．1
79 � ヒメノジャッカル 牡5鹿 57 岩田 康誠橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 458± 01：56．61 127．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，488，800円 複勝： 119，689，000円 枠連： 10，360，800円
馬連： 45，960，300円 馬単： 34，669，500円 ワイド： 47，687，900円
3連複： 73，414，100円 3連単： 134，901，100円 計： 501，171，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 350円 � 620円 枠 連（6－8） 920円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 530円 �� 900円 �� 6，090円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 26，150円

票 数

単勝票数 計 344888 的中 � 186875（1番人気）
複勝票数 計1196890 的中 � 920644（1番人気）� 23275（5番人気）� 11860（8番人気）
枠連票数 計 103608 的中 （6－8） 8690（4番人気）
馬連票数 計 459603 的中 �� 28461（4番人気）
馬単票数 計 346695 的中 �� 15881（5番人気）
ワイド票数 計 476879 的中 �� 24573（4番人気）�� 13611（10番人気）�� 1876（34番人気）
3連複票数 計 734141 的中 ��� 5617（26番人気）
3連単票数 計1349011 的中 ��� 3740（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―38．0―50．6―1：03．2―1：15．8―1：28．6―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングダムウイナー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mutakddim デビュー 2019．10．26 東京16着

2017．1．29生 牡5鹿 母 ウォッチハー 母母 Wally 19戦2勝 賞金 27，450，000円



04055 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

816 メイショウマンサク 牝4鹿 55 横山 典弘松本 好�氏 石橋 守 安平 �橋本牧場 512－ 41：27．0 2．2�
714 ヤマカツパトリシア 牝5青 55 川須 栄彦山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 4 〃 ハナ 6．6�
11 ゴットゴーゴー 牝4黒鹿55 和田 竜二後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 41：27．53 32．7�
48 シ ャ ル ド ネ 牝5鹿 55 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 454－ 4 〃 ハナ 86．7�
59 メタモルフォーゼ 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新ひだか 土居牧場 456－ 61：27．6クビ 11．4	
611 トーホウジュナール 牝4青鹿55 岩田 康誠東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 472＋ 6 〃 クビ 6．5

35 ステディシュシュ 牝4鹿 55 国分 優作亀岡 和彦氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 498－ 4 〃 ハナ 41．5�
12 ヒロノクイーン 牝4黒鹿55 岩田 望来サンエイ開発� 寺島 良 むかわ 上水牧場 468± 01：27．7クビ 4．7�
23 バーニングソウル 牝5芦 55 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 420－ 81：28．02 16．8
713 イマジンヨウコ 牝4鹿 55 富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 B460± 0 〃 ハナ 33．2�
47 � トーアアネラ 牝4鹿 55 酒井 学高山ランド� 天間 昭一 豊浦トーア牧場 452－ 6 〃 ハナ 68．3�
36 タマダイヤモンド 牝4青鹿55 小崎 綾也玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 482－ 81：28．1アタマ 67．5�
510� メイショウブラボー 牝6青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 454－ 4 〃 アタマ 94．7�
815 カイトレッド 牝5鹿 55 森 裕太朗本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 B472＋ 41：28．2� 160．1�
612 ラマルセイエーズ 牝4鹿 55 松田 大作岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 496＋101：28．3� 433．5�
24 � スエヒロヴァン 牝4鹿 55 加藤 祥太�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 B454± 01：28．93� 296．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，937，100円 複勝： 57，757，800円 枠連： 14，486，600円
馬連： 67，463，500円 馬単： 27，950，600円 ワイド： 63，858，000円
3連複： 104，024，600円 3連単： 104，655，400円 計： 480，133，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 200円 � 510円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，220円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 19，060円

票 数

単勝票数 計 399371 的中 � 141229（1番人気）
複勝票数 計 577578 的中 � 146987（1番人気）� 69799（4番人気）� 21037（8番人気）
枠連票数 計 144866 的中 （7－8） 16879（2番人気）
馬連票数 計 674635 的中 �� 60958（3番人気）
馬単票数 計 279506 的中 �� 13022（4番人気）
ワイド票数 計 638580 的中 �� 40979（3番人気）�� 12982（14番人気）�� 8716（20番人気）
3連複票数 計1040246 的中 ��� 14316（17番人気）
3連単票数 計1046554 的中 ��� 3980（46番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．6―13．2―13．0―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―36．1―49．3―1：02．3―1：14．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F37．7
3 ・（5，8）14（1，2）12（4，10，15，13）16（3，11，6）7，9 4 ・（5，8）14（1，2，12，13）（4，10，15，16）6（3，11，7）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウマンサク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Point Given デビュー 2020．9．13 中京8着

2018．4．2生 牝4鹿 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 12戦2勝 賞金 26，000，000円
〔その他〕 ヒロノクイーン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヒロノクイーン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年3月26日まで出走できない。

04056 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第8競走 ��
��2，400�4歳以上2勝クラス

発走13時50分 （芝・右・外）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

22 ナムラカミカゼ 牡5鹿 57 岩田 望来奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 496＋ 22：28．8 2．4�
33 サトノシャローム 牡5鹿 57 団野 大成 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518＋ 22：29．01� 7．7�
44 タ ガ ノ カ イ 牡4黒鹿56 岩田 康誠八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512－ 22：29．31	 6．8�
77 ナオミラフィネ 牝5栗 55 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 6．7�
89 ヴ ィ ン ト 牡6鹿 57 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 544＋ 82：29．4クビ 180．4�
55 サトノフォース 
6黒鹿57 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 474＋ 2 〃 クビ 4．0	
66 サマービート 牡5鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 四位 洋文 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 42：29．71	 6．0

11 � オレオレサララ 牝5鹿 55 松田 大作トニー倶楽部 森 秀行 浦河 ミルファーム 518－ 22：30．33� 236．5�
88 ヴァンベールシチー 
8栗 57 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 辻 哲英 新ひだか 幌村牧場 412＋ 42：31．04 141．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，218，900円 複勝： 47，990，300円 枠連： 8，185，600円
馬連： 59，038，700円 馬単： 32，093，800円 ワイド： 48，806，500円
3連複： 85，047，400円 3連単： 156，439，100円 計： 478，820，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 200円 � 180円 枠 連（2－3） 860円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 320円 �� 280円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 6，140円

票 数

単勝票数 計 412189 的中 � 131929（1番人気）
複勝票数 計 479903 的中 � 135519（1番人気）� 50293（6番人気）� 57391（5番人気）
枠連票数 計 81856 的中 （2－3） 7357（5番人気）
馬連票数 計 590387 的中 �� 55192（4番人気）
馬単票数 計 320938 的中 �� 16736（5番人気）
ワイド票数 計 488065 的中 �� 39608（4番人気）�� 48309（3番人気）�� 14659（13番人気）
3連複票数 計 850474 的中 ��� 48095（7番人気）
3連単票数 計1564391 的中 ��� 18455（21番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．3―13．4―12．7―12．7―12．8―12．6―11．9―11．0―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．4―38．7―52．1―1：04．8―1：17．5―1：30．3―1：42．9―1：54．8―2：05．8―2：17．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F34．0
1
3
3，4（1，8）7－（2，9）5，6
3，4，8（1，7）（2，5，9）6

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

勝馬の
紹 介

ナムラカミカゼ 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2019．9．15 阪神9着

2017．3．2生 牡5鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 24戦3勝 賞金 44，065，000円
［他本会外：3戦0勝］



04057 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第9競走 ��
��1，800�

い た み

伊丹ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

510 メイショウドヒョウ 牡5栗 57 太宰 啓介松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 506＋ 81：53．0 6．1�
612� ヴォワドアンジェ 牝4黒鹿54 川田 将雅前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 454－ 21：53．1クビ 4．7�
611 ロッキーサンダー 牡5鹿 57 幸 英明原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 484＋ 21：53．31 4．4�
816 フィロロッソ 牡5鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 486＋ 21：53．4	 18．3�
47 ゴールドレガシー 牡4栗 56 和田 竜二�G1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 494＋141：53．5
 10．4	
59 ダ ッ チ マ ン �5青鹿57 国分 恭介小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 460± 01：53．6	 26．0

36 ブライトンロック 牡8黒鹿57 松田 大作坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 61：53．92 36．1�
24 キーフラッシュ 牡7栗 57 藤岡 佑介北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 494－ 21：54．11� 9．0�
12 ヴ ィ ゴ ー レ 牡4芦 56 岩田 望来�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 01：54．3
 13．5
11 ホウオウライジン 牡6栗 57 川須 栄彦小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484－ 61：54．4
 82．9�
35 ハンディーズピーク 牡4鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B514± 01：54．82	 5．2�
23 ワンダーエカルテ 牝6芦 55 長岡 禎仁山本 能行氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 516± 01：55．01 88．4�
815 サンレイファイト 牡6栗 57 酒井 学永井 啓弍氏 茶木 太樹 平取 びらとり牧場 478＋ 41：55．42	 309．4�
714 マイネルカイノン 牡7青鹿57 国分 優作 �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 516＋121：56．03	 150．9�
48 � ア ヴ ァ ン セ �6鹿 57 藤懸 貴志飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida B478± 01：57．06 133．7�
713 メイショウテンモン 牡7栗 57 団野 大成松本 好雄氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 B510± 01：58．17 51．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，199，700円 複勝： 74，980，500円 枠連： 21，811，100円
馬連： 102，673，900円 馬単： 36，379，300円 ワイド： 95，024，300円
3連複： 169，180，800円 3連単： 151，232，100円 計： 699，481，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 160円 � 150円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 810円 �� 580円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 12，840円

票 数

単勝票数 計 481997 的中 � 62816（4番人気）
複勝票数 計 749805 的中 � 82759（4番人気）� 123551（2番人気）� 136687（1番人気）
枠連票数 計 218111 的中 （5－6） 25483（2番人気）
馬連票数 計1026739 的中 �� 40854（5番人気）
馬単票数 計 363793 的中 �� 6686（11番人気）
ワイド票数 計 950243 的中 �� 28535（8番人気）�� 41625（4番人気）�� 61927（1番人気）
3連複票数 計1691808 的中 ��� 57295（2番人気）
3連単票数 計1512321 的中 ��� 8538（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．9―50．5―1：02．0―1：14．4―1：27．0―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウドヒョウ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．2．22 京都1着

2017．5．14生 牡5栗 母 エリモフィナーレ 母母 エリモアメジスト 15戦4勝 賞金 64，492，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウテンモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 スズカデレヤ号・スズカパンサー号・ソルトイブキ号

04058 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第10競走 ��
��2，200�すみれステークス（Ｌ）

発走15時00分 （芝・右）
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1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

44 ポッドボレット 牡3鹿 56 福永 祐一小川眞査雄氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 502－ 62：12．9 6．0�
11 レヴァンジル 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476－ 62：13．0クビ 4．0�
77 ヴェローナシチー 牡3芦 56 団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 カミイスタット 508＋ 42：13．32 4．9�
55 セ レ シ オ ン 牡3黒鹿56 和田 竜二 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 アタマ 4．1�
33 シェルビーズアイ 牡3黒鹿56 松田 大作�桑田牧場 武 英智 浦河 桑田牧場 468± 02：13．62 35．5	
22 トーセンヴァンノ 牡3黒鹿56 幸 英明島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 22：13．7クビ 77．3�
88 アスクオンディープ 牡3黒鹿56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 486± 02：14．01	 14．0�
66 マテンロウボンド 牡3鹿 56 川田 将雅寺田千代乃氏 野中 賢二 浦河 酒井牧場 484± 02：14．32 3．5

（8頭）

売 得 金
単勝： 89，007，900円 複勝： 110，604，500円 枠連： 発売なし
馬連： 128，429，700円 馬単： 57，628，000円 ワイド： 108，797，800円
3連複： 160，171，900円 3連単： 298，263，000円 計： 952，902，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 130円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 360円 �� 410円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 9，290円

票 数

単勝票数 計 890079 的中 � 116875（5番人気）
複勝票数 計1106045 的中 � 163986（5番人気）� 237973（1番人気）� 183771（4番人気）
馬連票数 計1284297 的中 �� 100121（6番人気）
馬単票数 計 576280 的中 �� 18649（16番人気）
ワイド票数 計1087978 的中 �� 83603（6番人気）�� 68700（9番人気）�� 84428（4番人気）
3連複票数 計1601719 的中 ��� 87489（6番人気）
3連単票数 計2982630 的中 ��� 23255（49番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．6―12．8―13．1―12．6―12．2―11．9―11．3―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．3―35．9―48．7―1：01．8―1：14．4―1：26．6―1：38．5―1：49．8―2：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4
1
3
1－4－8，2，3－6，5，7・（1，4）（2，8）（5，3，6）7

2
4
1－4，8，2，3（5，6）7・（1，4）8（2，3）6（5，7）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポッドボレット �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．8．8 函館3着

2019．3．9生 牡3鹿 母 シーエスシルク 母母 Remember the Day 6戦2勝 賞金 38，234，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



04059 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第11競走 ��
��2，000�

に が わ

仁川ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，3．2．27以降4．2．20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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

47 グレートタイム 牡7黒鹿56 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B482－ 42：04．8 4．8�

36 ア ル ド ー レ 牡7栗 56 和田 竜二安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B496－ 82：05．22 4．7�
12 ヒロイックテイル 牡5栗 56 横山 典弘吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 504＋102：05．62� 16．7�
35 � ヒストリーメイカー 牡8黒鹿56 小崎 綾也岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 B528－ 72：05．7	 15．2�
11 ユアヒストリー 牡4鹿 54 富田 暁 MOMOレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 464＋ 8 〃 アタマ 16．2�
612 ラ ー ゴ ム 牡4栗 56 福永 祐一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 530＋ 22：05．91
 7．4	
23 ペ オ ー ス �5鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 22：06．53� 24．8

24 アッシェンプッテル 牝6鹿 53 幸 英明 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 520＋10 〃 クビ 26．4�
816 ベルダーイメル 牡5鹿 55 川島 信二ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 470± 02：06．71 49．1
714 ロードマイウェイ 牡6鹿 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 42：07．01	 103．2�
48 ダノンハーロック 牡4白 55 川田 将雅�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 542± 0 〃 クビ 2．8�
611 シャンパンクーペ 牡6鹿 53 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B536＋102：07．21
 94．9�
510 ボ ス ジ ラ 牡6芦 56 団野 大成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 514－ 22：07．83� 58．8�
815 タマモサンシーロ 牡6鹿 53 森 裕太朗タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 510－ 62：08．75 230．4�
713 アスターマリンバ 牡5黒鹿53 国分 優作加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 542＋102：08．91
 166．1�
59 メイショウワザシ 牡7栗 55 秋山真一郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 546－ 42：14．2大差 45．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 136，210，700円 複勝： 178，175，900円 枠連： 70，958，400円
馬連： 338，153，500円 馬単： 122，428，100円 ワイド： 274，220，200円
3連複： 638，470，900円 3連単： 681，762，600円 計： 2，440，380，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 160円 � 450円 枠 連（3－4） 390円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，110円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 22，210円

票 数

単勝票数 計1362107 的中 � 222885（3番人気）
複勝票数 計1781759 的中 � 308388（3番人気）� 330811（2番人気）� 75049（8番人気）
枠連票数 計 709584 的中 （3－4） 138663（1番人気）
馬連票数 計3381535 的中 �� 259449（3番人気）
馬単票数 計1224281 的中 �� 43087（6番人気）
ワイド票数 計2742202 的中 �� 215454（1番人気）�� 60417（13番人気）�� 49822（17番人気）
3連複票数 計6384709 的中 ��� 93154（15番人気）
3連単票数 計6817626 的中 ��� 22254（63番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―10．8―13．1―12．9―13．2―13．2―12．9―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―34．0―47．1―1：00．0―1：13．2―1：26．4―1：39．3―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレートタイム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．14 京都2着

2015．2．15生 牡7黒鹿 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 26戦5勝 賞金 162，154，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウワザシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アヴァンティスト号・イッツクール号・エクスパートラン号・サクセッション号・スウィープザボード号・

タイガーインディ号・トランスナショナル号・ドリュウ号・ハギノアトラス号・ミヤジコクオウ号・
メイショウエイコウ号・ワーケア号

04060 2月26日 晴 良 （4阪神1） 第5日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・右）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

11 レイモンドバローズ 牡4鹿 57 川田 将雅猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 490－ 41：20．7 1．4�
89 アンジュミニョン 牝6鹿 55 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 472＋101：20．91� 16．9�
55 メイショウドウドウ 牡7黒鹿57 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488± 01：21．0クビ 4．7�
33 アンブレラデート 牝4鹿 55 岩田 望来吉田 千津氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472＋ 21：21．1� 6．4�
22 ス キ ッ プ 牡6黒鹿57 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 484± 0 〃 クビ 51．7�
66 マテンロウディーバ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 404＋ 2 〃 ハナ 24．3	
88 ウインスピリタス 牡6鹿 57 国分 優作�ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 494－ 61：21．63 21．8

77 デルマセイシ 牝4青鹿55 幸 英明浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476＋ 61：21．81� 56．8�
44 � ダルマワンサ 牡5栗 57 酒井 学吉田 勝利氏 鈴木 孝志 日高 新生ファーム B430－201：23．39 137．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 60，293，300円 複勝： 179，680，400円 枠連： 18，526，300円
馬連： 89，562，000円 馬単： 59，841，300円 ワイド： 75，416，000円
3連複： 150，201，900円 3連単： 350，356，200円 計： 983，877，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（1－8） 540円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 320円 �� 160円 �� 530円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 602933 的中 � 335052（1番人気）
複勝票数 計1796804 的中 � 1372400（1番人気）� 53167（4番人気）� 149278（2番人気）
枠連票数 計 185263 的中 （1－8） 26157（3番人気）
馬連票数 計 895620 的中 �� 70894（3番人気）
馬単票数 計 598413 的中 �� 37912（4番人気）
ワイド票数 計 754160 的中 �� 54248（3番人気）�� 151942（1番人気）�� 29009（7番人気）
3連複票数 計1502019 的中 ��� 115217（2番人気）
3連単票数 計3503562 的中 ��� 67498（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．1―46．5―58．1―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．2
3 9（2，1，7）（3，8）－（4，5）6 4 9（2，1，7）3，8（4，6，5）

勝馬の
紹 介

レイモンドバローズ 
�
父 ヴィクトワールピサ 

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2020．9．20 中京5着

2018．3．10生 牡4鹿 母 レッドレイチェル 母母 クーデンビーチ 9戦3勝 賞金 41，196，000円



（4阪神1）第5日 2月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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
厩務員出走奨励金

242，250，000円
8，130，000円
30，260，000円
1，310，000円
30，440，000円
71，325，000円
4，482，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
667，553，800円
1，143，889，500円
202，771，000円
1，105，743，000円
511，469，900円
995，382，800円
1，838，407，000円
2，413，751，000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 8，878，968，000円

総入場人員 3，075名 （有料入場人員 2，937名）
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