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04061 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時00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
1：08．8
1：08．5

重
重

815 テンメジャーガール 牝3栗 54 幸 英明天白 泰司氏 高柳 大輔 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482± 01：13．3 3．3�

59 テーオーモンブラン 牝3青 54 藤岡 佑介小笹 公也氏 笹田 和秀 日高 ヤナガワ牧場 428－ 41：13．72� 16．7�
611 ニホンピロクリーク 牝3鹿 54 国分 優作小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 472± 0 〃 アタマ 2．0�
35 カルディナーレ 牝3黒鹿54 団野 大成山本又一郎氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 470－ 61：13．8� 29．8�
714 ベ ジ ェ サ 牝3鹿 54 横山 典弘 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新冠 協和牧場 484± 01：14．11� 18．9�
816 サ ト ミ ン 牝3芦 54 �島 克駿田代 洋己氏 茶木 太樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 406－101：14．2� 174．3	
11 グリーンエンジェル 牝3黒鹿54 藤岡 康太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 山野牧場 498－ 2 〃 クビ 77．4

36 ユーコバローズ 牝3黒鹿54 岩田 望来猪熊 広次氏 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 422 ―1：14．4� 20．8�
612 ヴィゴラスダンサー 牝3鹿 54 福永 祐一前迫 義幸氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 ハナ 6．9�
47 デジタイゼーション 牝3黒鹿54 松若 風馬岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 474－ 61：14．61� 38．1
713 クリノオスカル 牝3栗 54 酒井 学栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 日西牧場 410－ 41：14．7� 197．2�
12 マルノアンナ 牝3鹿 54 長岡 禎仁丸山 隆雄氏 羽月 友彦 新冠 ヤマタケ牧場 422－ 41：14．8� 336．5�
510 ヌーシャテル 牝3鹿 54 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 422 ―1：15．12 247．9�
24 マ メ コ 牝3鹿 54 松田 大作中西 功氏 武 英智 日高 増尾牧場 442 ―1：15．2� 14．5�
48 ヤマニンドールアイ 牝3鹿 54 富田 暁土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 458 ―1：16．37 294．8�
23 レ ク シ ー 牝3鹿 54 太宰 啓介�GET NEXT 高橋 亮 新冠 須崎牧場 458＋ 8 〃 クビ 373．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，507，200円 複勝： 56，466，500円 枠連： 12，851，600円
馬連： 59，263，600円 馬単： 27，645，200円 ワイド： 58，423，500円
3連複： 98，560，700円 3連単： 104，527，100円 計： 458，245，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 250円 � 110円 枠 連（5－8） 2，410円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 700円 �� 160円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 9，500円

票 数

単勝票数 計 405072 的中 � 97911（2番人気）
複勝票数 計 564665 的中 � 135830（2番人気）� 32354（5番人気）� 183899（1番人気）
枠連票数 計 128516 的中 （5－8） 4128（9番人気）
馬連票数 計 592636 的中 �� 17899（9番人気）
馬単票数 計 276452 的中 �� 5384（12番人気）
ワイド票数 計 584235 的中 �� 17224（10番人気）�� 119029（1番人気）�� 28525（3番人気）
3連複票数 計 985607 的中 ��� 49312（4番人気）
3連単票数 計1045271 的中 ��� 7977（23番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．4―12．6―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンメジャーガール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．8．21 札幌5着

2019．2．27生 牝3栗 母 サンヴァンサン 母母 ル ミ ネ ン ス 4戦1勝 賞金 6，420，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔その他〕 マメコ号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 クイーンイレブン号

04062 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時30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
1：48．5
1：47．6

重
重

34 メッセージソング 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 518－ 41：57．0 5．7�
58 サザンステート 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 474－ 21：57．21 5．5�
815 テイエムビシャモン 牡3黒鹿56 富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 496＋101：57．3� 16．8�
23 ナムラダイゴロー 牡3黒鹿56 川島 信二奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 446＋ 2 〃 アタマ 3．5�
47 アカノストロング 牡3鹿 56 �島 克駿�岩切企画 松下 武士 千歳 社台ファーム B500＋ 81：57．83 6．7	
46 ザ ッ キ ン グ 牡3栗 56 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 554＋ 61：58．43� 3．6

610 フィリップスベア 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉田 和美氏 新谷 功一 安平 ノーザンファーム 510－121：59．46 23．1�
713 エリックバローズ 牡3鹿 56 藤井勘一郎猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 桑田牧場 B464＋ 61：59．61 105．8�
611 ツ ン デ レ 牝3芦 54 荻野 琢真内田 玄祥氏 牧田 和弥 日高 ノースガーデン 508－ 21：59．7� 64．1
11 ベイクルーズ 牡3芦 56 酒井 学合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 478± 02：00．12 222．6�
712 サダムパッション 牡3黒鹿56 松若 風馬大西美生子氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 512－ 62：00．2� 151．1�
22 ルクスランページ 牡3栗 56 小崎 綾也�ルクス 村山 明 日高 いとう牧場 470＋122：00．3� 85．1�
35 � ヒーセドシーセド 牝3鹿 54 岩田 望来ゴドルフィン 坂口 智康 米 Sun Valley

Farm 536 ― 〃 アタマ 27．8�
814 ヒロシゲローズ 牝3鹿 54 団野 大成�ウエストヒルズ 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 458± 02：00．51 503．8�
59 クラウンアポロン 牡3黒鹿 56

53 ▲服部 寿希�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 458＋ 4 〃 ハナ 593．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，963，900円 複勝： 53，025，800円 枠連： 10，362，000円
馬連： 56，790，600円 馬単： 23，589，700円 ワイド： 53，698，100円
3連複： 87，985，600円 3連単： 84，809，800円 計： 406，225，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 250円 � 190円 � 330円 枠 連（3－5） 1，010円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，660円 �� 960円

3 連 複 ��� 6，800円 3 連 単 ��� 32，090円

票 数

単勝票数 計 359639 的中 � 50021（4番人気）
複勝票数 計 530258 的中 � 54661（5番人気）� 83674（3番人気）� 36473（6番人気）
枠連票数 計 103620 的中 （3－5） 7876（5番人気）
馬連票数 計 567906 的中 �� 23455（10番人気）
馬単票数 計 235897 的中 �� 5645（17番人気）
ワイド票数 計 536981 的中 �� 17538（10番人気）�� 8068（19番人気）�� 14427（12番人気）
3連複票数 計 879856 的中 ��� 9702（23番人気）
3連単票数 計 848098 的中 ��� 1916（105番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―13．7―12．9―12．7―12．7―12．9―13．0―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．4―51．3―1：04．0―1：16．7―1：29．6―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．3
1
3
・（6，15）7（2，8，11）（4，5）－（10，12）－（1，9）（3，13）－14・（6，15）8（11，13）（7，4）（2，5）－（10，12）3－1，9－14

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

勝馬の
紹 介

メッセージソング �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2022．2．5 東京6着

2019．5．2生 牡3黒鹿 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 2戦1勝 賞金 5，200，000円
※出走取消馬 グッドヴィンテージ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※ツンデレ号・ヒロシゲローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 阪神競馬 第６日



04063 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走11時00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

711 ルージュルミナス 牝3芦 54 和田 竜二 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：26．5 5．5�
710 アルマイメル 牡3鹿 56 富田 暁ケーエスHD 武 英智 新冠 小泉牧場 470± 0 〃 ハナ 3．6�
44 ハルキファイト 牝3鹿 54 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 浦河 バンブー牧場 B462± 01：26．71� 120．5�
56 トランキリテ 牡3鹿 56 岩田 望来 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ― 〃 アタマ 22．7�
69 クロニクルノヴァ 牡3黒鹿56 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：26．9� 4．6	
45 ワ ン リ オ ン 牡3青鹿56 福永 祐一河村 祥史氏 牧浦 充徳 日高 川端 正博 492－ 21：27．21� 4．2

22 ロードアライアンス 牡3青鹿56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 422＋ 2 〃 クビ 16．3�
33 パワータイショウ 牡3鹿 56 藤井勘一郎西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 496＋14 〃 同着 39．5�
68 コスモルージュ 牡3栗 56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 アタマ 131．7
812 ク ロ ガ ネ 牡3芦 56

52 ★古川 奈穂石川 達絵氏 寺島 良 日高 下河辺牧場 478＋ 21：27．3クビ 46．4�
11 ノアヴァンクール 牝3鹿 54 酒井 学槙 和美氏 清水 久詞 新冠 ハシモトフアーム 460－ 8 〃 クビ 25．1�
57 ハニーズスマイル 牝3鹿 54 団野 大成髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 426－101：27．4アタマ 202．6�
813 エイブルマン 牡3黒鹿56 幸 英明田畑 利彦氏 森田 直行 浦河 秋場牧場 468＋ 41：28．14 7．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，639，300円 複勝： 62，871，500円 枠連： 11，195，300円
馬連： 65，203，200円 馬単： 27，330，000円 ワイド： 64，941，000円
3連複： 96，543，800円 3連単： 98，352，100円 計： 474，076，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 150円 � 1，280円 枠 連（7－7） 1，190円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 440円 �� 7，390円 �� 7，010円

3 連 複 ��� 41，660円 3 連 単 ��� 164，670円

票 数

単勝票数 計 476393 的中 � 68555（4番人気）
複勝票数 計 628715 的中 � 91762（3番人気）� 133593（1番人気）� 8733（11番人気）
枠連票数 計 111953 的中 （7－7） 7266（5番人気）
馬連票数 計 652032 的中 �� 43406（3番人気）
馬単票数 計 273300 的中 �� 9077（6番人気）
ワイド票数 計 649410 的中 �� 42445（3番人気）�� 2127（52番人気）�� 2244（50番人気）
3連複票数 計 965438 的中 ��� 1738（96番人気）
3連単票数 計 983521 的中 ��� 433（461番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．4―12．6―13．0―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．4―46．8―59．4―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．1―3F39．7
3 10（1，4，9）11，2，5（3，8，6）12－7－13 4 10（4，9）（1，11）2（5，12）（3，8，6）＝7－13

勝馬の
紹 介

ルージュルミナス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．1．8 中京4着

2019．5．5生 牝3芦 母 シルバーフォックス 母母 ビーポジティブ 3戦1勝 賞金 6，100，000円

04064 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時30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
1：48．5
1：47．6

重
重

34 プラチナドリーム 牡3鹿 56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B460－ 21：56．1 3．9�
33 メイクアリープ 牡3栗 56 幸 英明宮川 純造氏 大根田裕之 浦河 富田牧場 478－ 21：56．63 7．9�
58 テーオーサンドニ 牡3鹿 56 �島 克駿小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 468－ 2 〃 クビ 32．7�
22 グローツラング 牡3芦 56 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新冠 タニグチ牧場 518＋ 81：56．7クビ 36．7�
45 ミスターホワイト 牡3芦 56 武 豊 �吉澤ホールディングス 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 502± 0 〃 ハナ 1．9�
57 ベイパーコーン 牡3栗 56 福永 祐一前田 晋二氏 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 468＋ 41：57．33� 5．4	
712 マスタープラン 牡3黒鹿56 富田 暁 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 514－121：57．61� 66．7

813 クリノレジェンド 牡3黒鹿56 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 508－ 6 〃 クビ 223．5�
69 フォールロワ 牡3栗 56 団野 大成フィールドレーシング 四位 洋文 新ひだか 千代田牧場 460－ 41：57．81 13．9�
814 ホシハタノキセキ 牡3芦 56 酒井 学北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B432－ 41：57．9クビ 310．7
11 オレオールシチー 牡3栗 56 松若 風馬 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 新ひだか 幌村牧場 438－ 41：58．43� 222．4�
610 カシノロックオン 牡3黒鹿56 柴山 雄一柏木 務氏 藤沢 則雄 むかわ ヤマイチ牧場 478± 01：58．71� 618．3�
46 ミッドナイトブルー 牝3芦 54 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 スカイビーチステーブル 426－141：58．91� 471．6�
711 ユイロンクラウン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣張 月勝氏 安田 翔伍 新冠 ハクレイファーム 500± 01：59．53� 68．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，990，500円 複勝： 117，899，800円 枠連： 11，382，300円
馬連： 58，701，500円 馬単： 37，467，000円 ワイド： 58，015，200円
3連複： 98，672，300円 3連単： 154，556，400円 計： 582，685，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 260円 � 350円 � 850円 枠 連（3－3） 1，590円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 460円 �� 690円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 24，440円

票 数

単勝票数 計 459905 的中 � 92415（2番人気）
複勝票数 計1178998 的中 � 132333（2番人気）� 91049（4番人気）� 31734（6番人気）
枠連票数 計 113823 的中 （3－3） 5540（5番人気）
馬連票数 計 587015 的中 �� 29474（6番人気）
馬単票数 計 374670 的中 �� 10016（11番人気）
ワイド票数 計 580152 的中 �� 34597（5番人気）�� 21529（8番人気）�� 8334（17番人気）
3連複票数 計 986723 的中 ��� 10798（19番人気）
3連単票数 計1545564 的中 ��� 4584（76番人気）

ハロンタイム 13．5―11．3―13．9―13．0―12．4―13．0―13．1―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―24．8―38．7―51．7―1：04．1―1：17．1―1：30．2―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．0
1
3
8（12，14）7，3，9，4（5，13）－6－2（1，10，11）・（8，12，14）（3，4，5）（7，9）（6，13）2（1，10）－11

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

勝馬の
紹 介

プラチナドリーム �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．8．21 小倉6着

2019．5．3生 牡3鹿 母 サティーヌアロム 母母 ホームスイートホーム 9戦1勝 賞金 11，100，000円
〔制裁〕 メイクアリープ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：12番）
〔3走成績による出走制限〕 ホシハタノキセキ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月27日まで平地競走に出走で

きない。



04065 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

812 サンライズエース 牡3黒鹿56 �島 克駿�ライフハウス 河内 洋 浦河 富田牧場 486－ 82：01．5 6．1�
56 ダノンソフィア 牝3鹿 54 団野 大成�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 494－ 42：01．82 1．4�
79 レディコートアスク 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 424 ―2：02．11� 49．2�
67 マテンロウルーチェ 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 村上 欽哉 528－122：02．31 11．6�
55 ジーショウグン 牡3栗 56 福永 祐一ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：02．72� 5．0�
811 マイネルユヌスール 牡3青鹿56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋12 〃 ハナ 169．2	

11 ブレットアーチ 牡3栗 56 藤井勘一郎吉田 勝己氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 470－ 82：02．91� 393．2

710 シゲルエアロギアス 牡3鹿 56 幸 英明森中 蕃氏 鈴木 孝志 日高 スマイルファーム 476－ 8 〃 クビ 57．1�
44 ソニックバローズ 牡3鹿 56 松田 大作猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 504± 02：03．64 106．1�
22 テーオーアストル 牡3青鹿56 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 新ひだか チャンピオンズファーム 522 ―2：05．7大差 62．3
33 シゲルツキミザケ 牡3黒鹿56 岩田 望来森中 蕃氏 谷 潔 様似 猿倉牧場 460＋162：05．8� 20．0�
68 テイエムケントオー 牡3鹿 56 酒井 学竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新ひだか 北海道静内農業高等学校 450－ 82：06．22 113．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，269，700円 複勝： 146，593，400円 枠連： 13，012，400円
馬連： 53，054，700円 馬単： 33，247，100円 ワイド： 54，002，700円
3連複： 96，815，700円 3連単： 159，638，000円 計： 598，633，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 110円 � 690円 枠 連（5－8） 310円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 210円 �� 2，820円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 27，750円

票 数

単勝票数 計 422697 的中 � 55418（3番人気）
複勝票数 計1465934 的中 � 95098（3番人気）� 1093030（1番人気）� 11526（7番人気）
枠連票数 計 130124 的中 （5－8） 31984（2番人気）
馬連票数 計 530547 的中 �� 102515（2番人気）
馬単票数 計 332471 的中 �� 18034（5番人気）
ワイド票数 計 540027 的中 �� 82881（2番人気）�� 4167（23番人気）�� 9722（12番人気）
3連複票数 計 968157 的中 ��� 15261（14番人気）
3連単票数 計1596380 的中 ��� 4170（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．0―48．1―1：00．4―1：12．7―1：25．0―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズエース �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2022．1．9 中京3着

2019．3．13生 牡3黒鹿 母 ストライキングヴェイル 母母 Yashmak 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 テイエムケントオー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年4月27日まで平地競走に出走で

きない。

04066 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第6競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時50分 （ダート・右）

負担重量は，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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

35 � アイリッシュセンス 牡4鹿 57 松若 風馬 KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy
Farm LLC 478± 01：25．5 2．1�

713 スナークシュンソウ 牡4黒鹿57 小崎 綾也杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 小泉牧場 514± 01：25．71 6．5�
11 ブレーヴジャッカル 牡4栗 57 福永 祐一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B484＋ 8 〃 クビ 3．9�
612� フリークボンバー 牡5黒鹿57 柴山 雄一吉永 清美氏 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 484－ 21：25．8クビ 167．6�
815 グレアミラージュ 牡5鹿 57 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 468－ 21：26．01� 33．7	
12 オーマイオーマイ 牡5鹿 57 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 478－ 8 〃 ハナ 19．9

714 ダノンハイファイブ 牡4鹿 57 和田 竜二�ダノックス 坂口 智康 新ひだか 千代田牧場 480＋ 61：26．31	 184．7�
59 � ゼットセントラル 
6黒鹿57 荻野 琢真高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 518－ 21：26．51� 260．3�
23 スリーヘリオス 
7黒鹿57 田中 健永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 B480± 0 〃 アタマ 139．9
48 ミッキーマラン 牡7芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B496＋ 61：27．03 13．8�
611 タイセイアーメット 牡4栗 57 幸 英明田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 480－ 4 〃 クビ 8．1�
816 ロードグリュック 牡5鹿 57 岩田 望来 �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 472＋ 4 〃 ハナ 56．7�
24 �� アイファーリンクス 牝4栗 55 藤岡 康太中島 稔氏 �島 一歩 米 David G.

Campbell B480＋ 81：27．85 64．2�
47 ア ル コ ー ン 牡4栗 57 藤井勘一郎中辻 明氏 大久保龍志 新冠 長浜牧場 480－ 61：27．9� 447．0�
36 � パ フ ド ラ ム 牡4鹿 57 藤岡 佑介吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 510－ 71：28．11� 40．8�
510 ハクサンハーバー 牡4栗 57 岩田 康誠河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 482－ 21：28．95 101．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，428，900円 複勝： 68，235，600円 枠連： 13，011，500円
馬連： 71，959，200円 馬単： 32，355，600円 ワイド： 73，036，500円
3連複： 121，382，900円 3連単： 132，596，600円 計： 557，006，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（3－7） 600円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 310円 �� 250円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 444289 的中 � 168517（1番人気）
複勝票数 計 682356 的中 � 202046（1番人気）� 92437（3番人気）� 118095（2番人気）
枠連票数 計 130115 的中 （3－7） 16541（3番人気）
馬連票数 計 719592 的中 �� 81711（3番人気）
馬単票数 計 323556 的中 �� 23880（4番人気）
ワイド票数 計 730365 的中 �� 61335（3番人気）�� 83464（2番人気）�� 25385（6番人気）
3連複票数 計1213829 的中 ��� 72670（3番人気）
3連単票数 計1325966 的中 ��� 20262（5番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．5―12．3―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．1―47．6―59．9―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アイリッシュセンス �
�
父 Quality Road �

�
母父 Singspiel デビュー 2020．11．1 京都2着

2018．3．24生 牡4鹿 母 Miss Singhsix 母母 Whatamiss 8戦2勝 賞金 25，702，000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 エクストラノート号・スカイナイル号



04067 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （芝・右・外）

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
1：43．9
1：43．8

良
良

810 ヤマニンサンパ 牡4芦 56 団野 大成土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 474± 01：46．2 2．7�
33 アサケレディ 牝4黒鹿54 和田 竜二大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 472＋ 41：47．05 10．0�
44 ダノンジェネラル 牡4黒鹿56 藤岡 佑介�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 502－ 21：47．31� 2．0�
811 フ ラ リ オ ナ 牝4青鹿54 秋山真一郎大冨 智弘氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 410± 01：47．4アタマ 14．1�
11 ロードトランス 牡4鹿 56 富田 暁 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 478± 01：47．61� 23．6�
67 プリペアード 牝4鹿 54 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 416＋121：47．7� 23．8	
79 リ ノ 牝5鹿 55

51 ★古川 奈穂�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456－ 21：47．91� 57．3


22 キャルブルー 牡5黒鹿57 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 508－111：48．0� 223．0�
78 サトノマジェスタ 牡4青鹿56 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 ハナ 11．1�
66 	 スズカローレル 牝7鹿 55 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 434± 01：48．21� 168．1
55 ハギノロマネスク 牝4鹿 54 小崎 綾也日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ B464＋ 41：48．73 46．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，200，700円 複勝： 52，811，000円 枠連： 11，123，700円
馬連： 58，070，900円 馬単： 35，198，600円 ワイド： 52，131，000円
3連複： 90，536，300円 3連単： 161，792，600円 計： 500，864，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 170円 � 110円 枠 連（3－8） 1，200円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 380円 �� 150円 �� 310円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 6，570円

票 数

単勝票数 計 392007 的中 � 115105（2番人気）
複勝票数 計 528110 的中 � 114213（2番人気）� 44547（4番人気）� 203914（1番人気）
枠連票数 計 111237 的中 （3－8） 7181（6番人気）
馬連票数 計 580709 的中 �� 29911（7番人気）
馬単票数 計 351986 的中 �� 10801（9番人気）
ワイド票数 計 521310 的中 �� 28494（6番人気）�� 112188（1番人気）�� 36694（2番人気）
3連複票数 計 905363 的中 ��� 95665（2番人気）
3連単票数 計1617926 的中 ��� 17837（18番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―12．3―12．3―12．2―11．7―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―34．8―47．1―59．4―1：11．6―1：23．3―1：34．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンサンパ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2021．6．6 中京7着

2018．5．4生 牡4芦 母 ヤマニンパピオネ 母母 ヤマニンメルティ 8戦2勝 賞金 17，170，000円

04068 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第8競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ペプチドヒミコ 牝5栗 55 武 豊沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 480± 01：55．5 4．0�
712 ノ ー チ ラ ス 牝6栗 55 横山 典弘�キーファーズ 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 472＋ 41：55．71 24．3�
711 ダンツチョイス 牝7栗 55 富田 暁山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 466＋ 61：55．8� 10．8�
610 スズカマクフィ 牝4鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 430－10 〃 クビ 24．7�
69 ラボンダンス 牝5栗 55 岩田 望来�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502± 01：56．11� 33．2�
46 ヴェールアップ 牝4芦 54 団野 大成 	キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 アタマ 8．4

58 ペイルライダー 牝4鹿 54 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：56．31� 94．3�
813� メリディアン 牝5鹿 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 438± 0 〃 アタマ 77．6�
33 トレデマンド 牝4鹿 54 �島 克駿 	サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：56．51 6．4
57 エイカイステラ 牝4鹿 54 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：56．6� 2．7�
34 フォレストキャット 牝4鹿 54 藤岡 康太武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 B464－ 21：56．92 9．5�
814 ラブスピール 牝5鹿 55 幸 英明増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 444－141：57．0� 141．8�
22 アサクサマヤ 牝6鹿 55 松若 風馬櫻井 素子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 482－121：57．1� 339．8�
45 メイショウハナモモ 牝4鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 466＋ 61：58．710 42．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，969，900円 複勝： 74，942，300円 枠連： 17，689，600円
馬連： 89，625，100円 馬単： 36，565，500円 ワイド： 81，065，400円
3連複： 143，089，300円 3連単： 154，887，200円 計： 650，834，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 210円 � 670円 � 260円 枠 連（1－7） 2，490円

馬 連 �� 7，980円 馬 単 �� 12，800円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 940円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 17，270円 3 連 単 ��� 83，300円

票 数

単勝票数 計 529699 的中 � 104718（2番人気）
複勝票数 計 749423 的中 � 109242（2番人気）� 23995（9番人気）� 76480（4番人気）
枠連票数 計 176896 的中 （1－7） 5503（12番人気）
馬連票数 計 896251 的中 �� 8695（24番人気）
馬単票数 計 365655 的中 �� 2141（42番人気）
ワイド票数 計 810654 的中 �� 8674（24番人気）�� 22989（10番人気）�� 9959（21番人気）
3連複票数 計1430893 的中 ��� 6211（57番人気）
3連単票数 計1548872 的中 ��� 1348（272番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―13．9―13．4―12．8―12．8―12．9―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―38．3―51．7―1：04．5―1：17．3―1：30．2―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドヒミコ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．5．3 京都2着

2017．4．24生 牝5栗 母 ペプチドヒノトリ 母母 ホーネットピアス 15戦3勝 賞金 41，510，000円
〔制裁〕 ペプチドヒミコ号の調教師武英智は，馬場入場前に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

ペプチドヒミコ号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※スズカマクフィ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



04069 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第9競走 ��3，200�
しょうらい

松籟ステークス
発走14時25分 （芝・右・外内）
4歳以上，3勝クラス，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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 920，000
920，000

円
円

付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード
中央レコード

3：14．7
3：12．5

良
良

66 ベスビアナイト �5鹿 55 岩田 望来 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋ 63：20．4 7．4�
44 ホウオウエクレール 牡5鹿 55 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 500－ 23：20．5クビ 18．5�
77 プリュムドール 牝4栗 52 武 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 466－ 23：20．61 6．3�
22 タイセイモナーク 牡6鹿 56 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 502± 03：20．7� 8．8�
78 マイネルコロンブス 牡5鹿 55 団野 大成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 468± 03：20．9� 42．8	
89 ディヴァインラヴ 牝4鹿 55 福永 祐一窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 494＋10 〃 同着 1．7

810 ダンディズム �6黒鹿55 富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B480＋ 4 〃 アタマ 10．6�
55 ジョウショームード 牡6黒鹿53 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 444－ 43：21．32� 161．8�
33 シ ロ ニ イ 牡8白 56 幸 英明金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B512＋ 63：21．51� 14．7
11 スーパーフェイバー 牡4黒鹿53 酒井 学�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 03：22．13� 66．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 57，420，400円 複勝： 104，314，000円 枠連： 13，323，800円
馬連： 93，665，600円 馬単： 54，702，400円 ワイド： 78，543，800円
3連複： 147，227，300円 3連単： 299，559，900円 計： 848，757，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 620円 � 270円 枠 連（4－6） 5，570円

馬 連 �� 5，400円 馬 単 �� 11，540円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 700円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 69，470円

票 数

単勝票数 計 574204 的中 � 61810（3番人気）
複勝票数 計1043140 的中 � 103648（3番人気）� 38677（7番人気）� 108049（2番人気）
枠連票数 計 133238 的中 （4－6） 1852（14番人気）
馬連票数 計 936656 的中 �� 13424（17番人気）
馬単票数 計 547024 的中 �� 3553（32番人気）
ワイド票数 計 785438 的中 �� 13747（17番人気）�� 29943（6番人気）�� 11892（18番人気）
3連複票数 計1472273 的中 ��� 12575（27番人気）
3連単票数 計2995599 的中 ��� 3126（173番人気）

ハロンタイム 13．3―12．4―12．8―12．9―13．2―12．7―13．0―12．0―13．6―13．1―12．5―12．0―11．7―11．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．3―25．7―38．5―51．4―1：04．6―1：17．3―1：30．3―1：42．3―1：55．9―2：09．0―2：21．5―2：33．5

2，600� 2，800� 3，000�
―2：45．2―2：56．6―3：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F46．9―3F35．2
1
�
・（2，4）8（1，3）7（6，9）5，10・（2，4）8（1，7）（6，3）9（5，10）

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

勝馬の
紹 介

ベスビアナイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．9．21 中山9着

2017．1．26生 �5鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 13戦4勝 賞金 61，959，000円

04070 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第10競走 ��
��1，200�マーガレットステークス（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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．0

良
良

57 	 ジ ャ ン グ ロ 牡3黒鹿56 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Nursery Place
& Partners 464＋101：08．0 2．2�

711 ショウナンマッハ 牡3鹿 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 502＋ 41：08．21
 8．9�
710 カイカノキセキ 牝3青鹿54 �島 克駿 �キャロットファーム 池添 学 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 51：08．3クビ 45．4�
45 エテルナメンテ 牝3青鹿54 岩田 望来ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 81：08．72
 23．0�
44 ゼットレヨン 牡3鹿 56 酒井 学�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 476＋ 2 〃 クビ 20．9�
22 タヤスゴールド 牡3栗 56 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 上山牧場 498－ 21：08．8アタマ 34．2	
69 ダークペイジ 牝3黒鹿54 松若 風馬 KRジャパン 吉村 圭司 新ひだか タイヘイ牧場 444± 0 〃 ハナ 16．5

56 ヴィアドロローサ 牡3鹿 56 福永 祐一 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 448＋ 2 〃 アタマ 4．8�
68 カジュフェイス 牡3鹿 56 秋山真一郎 STレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 488＋ 41：09．01� 12．1
11 アルトシュタット 牡3鹿 56 横山 典弘 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 464－12 〃 クビ 6．4�
813 メイショウグラニー 牝3鹿 54 藤岡 康太松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 456＋ 8 〃 ハナ 27．2�
812 プレヴォール 牡3栗 56 田中 健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460－ 21：09．1
 70．9�
33  エイシンツーリング 牡3鹿 56 国分 優作�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 478＋11 〃 クビ 273．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 86，175，900円 複勝： 99，594，800円 枠連： 29，530，500円
馬連： 161，718，200円 馬単： 65，514，000円 ワイド： 138，705，400円
3連複： 250，094，800円 3連単： 299，947，100円 計： 1，131，280，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 240円 � 760円 枠 連（5－7） 670円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，040円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 13，290円 3 連 単 ��� 38，380円

票 数

単勝票数 計 861759 的中 � 302101（1番人気）
複勝票数 計 995948 的中 � 257926（1番人気）� 100688（4番人気）� 24032（11番人気）
枠連票数 計 295305 的中 （5－7） 33731（3番人気）
馬連票数 計1617182 的中 �� 128783（3番人気）
馬単票数 計 655140 的中 �� 36455（3番人気）
ワイド票数 計1387054 的中 �� 94304（3番人気）�� 17774（26番人気）�� 8269（44番人気）
3連複票数 計2500948 的中 ��� 14109（48番人気）
3連単票数 計2999471 的中 ��� 5665（122番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．9―11．2―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．1―44．3―55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．9
3 11，13，8（5，7）4（3，9）（10，12）－（1，6，2） 4 11，13，8（5，7）4（3，9）（10，12，2）（1，6）

勝馬の
紹 介

	ジ ャ ン グ ロ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Broad Brush デビュー 2021．8．22 小倉3着

2019．3．2生 牡3黒鹿 母 Goodbye Stranger 母母 Prime Investor 7戦3勝 賞金 47，390，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 エイシンツーリング号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 エイシンツーリング号は，発走調教再審査。

１レース目



04071 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第11競走 ��
��1，400�第66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，3．2．27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，3．2．26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 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

610 ダイアトニック 牡7鹿 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 478－ 21：19．9 3．1�
11 トゥラヴェスーラ 牡7鹿 56 �島 克駿吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 492＋221：20．0クビ 16．8�
58 サンライズオネスト 牡5黒鹿56 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 480＋101：20．32 12．2�
33 リレーションシップ 牡5鹿 56 松田 大作吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：20．51	 12．9�
712 グレイイングリーン 牡4芦 56 岩田 望来青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 496＋ 2 〃 クビ 5．2	
711 ミッキーブリランテ 牡6鹿 56 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488＋12 〃 アタマ 35．8

22 グルーヴィット 牡6鹿 56 団野 大成 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 510± 01：20．6クビ 11．6�
69 タイセイビジョン 牡5栗 56 幸 英明田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：20．81
 6．5�
46 リ ン ゴ ア メ 牝4黒鹿54 国分 優作 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 452± 01：20．9クビ 126．9
45 エイティーンガール 牝6青鹿54 秋山真一郎中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 456＋ 2 〃 クビ 18．8�
34 ザイツィンガー 牡6芦 56 酒井 学永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 436＋ 2 〃 アタマ 236．8�
813 モントライゼ 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 500± 01：21．0
 11．2�
57 ヴィジュネル 牡4青鹿56 藤岡 康太 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 81：21．2� 23．1�
814 クリノガウディー 牡6栗 56 福永 祐一栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 494± 01：22．15 16．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 241，101，500円 複勝： 350，296，000円 枠連： 125，022，900円
馬連： 785，473，500円 馬単： 248，864，600円 ワイド： 552，220，000円
3連複： 1，542，500，500円 3連単： 1，669，279，300円 計： 5，514，758，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 450円 � 350円 枠 連（1－6） 1，910円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 980円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 10，950円 3 連 単 ��� 50，380円

票 数

単勝票数 計2411015 的中 � 607254（1番人気）
複勝票数 計3502960 的中 � 825690（1番人気）� 163550（8番人気）� 224429（7番人気）
枠連票数 計1250229 的中 （1－6） 50479（8番人気）
馬連票数 計7854735 的中 �� 196888（9番人気）
馬単票数 計2488646 的中 �� 39178（13番人気）
ワイド票数 計5522200 的中 �� 113139（11番人気）�� 148956（7番人気）�� 53694（39番人気）
3連複票数 計15425005 的中 ��� 105649（41番人気）
3連単票数 計16692793 的中 ��� 24019（163番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．4―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．0―45．4―56．9―1：08．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．5
3 13，7（10，8）（6，14）（2，11）（3，4，9）（1，12）5 4 13，7（10，8）（6，11，14）9（2，3，4）（1，12）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイアトニック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．12．16 阪神1着

2015．5．12生 牡7鹿 母 トゥハーモニー 母母 エアレジェーロ 21戦8勝 賞金 305，886，000円
〔制裁〕 ダイアトニック号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：13番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダイアトニック号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

04072 2月27日 晴 良 （4阪神1） 第6日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

612 エターナリー 牡5栗 57 岩田 康誠吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 466± 01：25．8 2．3�
47 � ペガサスターボ 牡5鹿 57 和田 竜二坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 520－ 61：26．11� 83．9�
713� スズカクローカス 牝6黒鹿55 長岡 禎仁永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 446± 0 〃 クビ 46．4�
36 � クリノキララ 牝4鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 畑端 省吾 日高 増尾牧場 440－ 51：26．31� 28．2�
24 	 サトノムスタング 牡4黒鹿57 岩田 望来里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket

Farm LLC 472± 0 〃 ハナ 8．4�
12 テイエムラッシュ 牡5鹿 57

54 ▲服部 寿希竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 494± 01：26．4
 78．6�
816 マイナーズライト 牡4鹿 57 幸 英明吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 466－ 61：26．5
 40．8	
611 ラ キ 牝5鹿 55 小崎 綾也 
ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 466＋ 2 〃 アタマ 7．0�
48 リスペクタブル 牡7鹿 57 森 裕太朗伊藤 佳幸氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502＋181：26．81� 272．4�
59 � トゥインクルリーフ 牝6鹿 55 藤岡 康太 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか ウエスタンファーム 456－ 61：26．9クビ 20．2
11 ジョウショーリード 牝5黒鹿55 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 474－ 41：27．01 32．7�
35 メ ラ ナ イ ト �7青鹿57 �島 克駿
ノースヒルズ 佐々木晶三 新ひだか 土居牧場 464－ 21：27．1クビ 7．4�
23 マイコレット 牝4芦 55 江田 照男伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 B504－ 41：27．2
 292．7�
815 レッドブロンクス 牡5黒鹿57 武 豊 
東京ホースレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 498＋121：27．52 4．9�
510� ヴァイスブリッツ �7鹿 57 柴山 雄一 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 81：28．56 118．0�
714� メイショウアサヒ 牝5鹿 55 松若 風馬松本 好�氏 笹田 和秀 浦河 まるとみ冨岡牧場 B466－ 4 （競走中止） 41．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，652，900円 複勝： 97，048，300円 枠連： 35，437，900円
馬連： 160，065，900円 馬単： 61，131，100円 ワイド： 134，575，700円
3連複： 260，196，300円 3連単： 298，163，100円 計： 1，126，271，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 1，250円 � 650円 枠 連（4－6） 4，570円

馬 連 �� 8，010円 馬 単 �� 10，530円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 1，220円 �� 17，380円

3 連 複 ��� 48，240円 3 連 単 ��� 166，020円

票 数

単勝票数 計 796529 的中 � 271886（1番人気）
複勝票数 計 970483 的中 � 261967（1番人気）� 15052（12番人気）� 30845（9番人気）
枠連票数 計 354379 的中 （4－6） 6006（17番人気）
馬連票数 計1600659 的中 �� 15474（21番人気）
馬単票数 計 611311 的中 �� 4353（31番人気）
ワイド票数 計1345757 的中 �� 13957（24番人気）�� 29360（12番人気）�� 1941（83番人気）
3連複票数 計2601963 的中 ��� 4045（115番人気）
3連単票数 計2981631 的中 ��� 1302（436番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．6―12．8―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．8―47．4―1：00．2―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナリー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Tamayuz デビュー 2019．8．10 小倉8着

2017．3．26生 牡5栗 母 タ マ ユ ラ 母母 Laureldean Express 24戦3勝 賞金 57，324，000円
〔競走中止〕 メイショウアサヒ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴダイリキ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウフォイル号

４レース目



（4阪神1）第6日 2月27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 164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

275，900，000円
8，210，000円
28，590，000円
1，440，000円
36，470，000円
73，277，000円
4，748，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
813，320，800円
1，284，099，000円
303，943，500円
1，713，592，000円
683，610，800円
1，399，358，300円
3，033，605，500円
3，618，109，200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 12，849，639，100円

総入場人員 5，256名 （有料入場人員 5，080名）
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