
０６００１ ２月２７日 曇 重 （２２阪神１）第１日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走９時５５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

１１ ツリーズオブホープ 牡３栗 ５６ 小牧 太吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４３４－ ６１：１２．５ １９．３�

７１２ エーシンハダル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 ４９０－ ４１：１２．６� ２．１�
８１４ トーブプリンス 牡３栗 ５６ 幸 英明武井 久夫氏 武田 博 青森 石田 英機 ４６２± ０１：１２．７� ２０．４�
２２ ドクトルジバゴ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４６８－ ４１：１３．０１� １０．１�

（伊）

７１３ グランブリーズ 牡３栗 ５６ 川島 信二藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 今井 秀樹 ４６４－ ２１：１３．１� ２５．８�
６１０ ローズバレー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊�飛野牧場 坂口 正大 新ひだか 飛野牧場 ４５４－ ６１：１３．３１� ３６．７	
５９ ラブシェーマ 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介増田 陽一氏 須貝 彦三 むかわ 市川牧場 ４４２＋ ４１：１３．４� ４３．８

６１１ ハギノスピリッツ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：１３．７２ ９５．０�
４７ ユジェニックブルー 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２４± ０１：１３．８� １３．８�
８１５ キ ュ ー ト 牝３栗 ５４

５２ △松山 弘平 �フジワラ・ファーム 佐山 優 新ひだか フジワラフアーム ４４０－ ２１：１３．９クビ １５１．３
２３ � エイシンロックオン 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介平井 豊光氏 藤岡 健一 米 Gary F.

Mottola ５０８－ ６１：１４．０� ７．３�
３４ � ターンオブザフット 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 和田 正道 米 Bud Pet-

rosian ４９０－ ４ 〃 ハナ ５５．３�
３５ メイショウオスパー 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 B４５２－ ６１：１４．４２� ２２３．２�
５８ トウショウヒーロー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１０－ ８１：１４．７２ ４．５�
４６ サンレイファントム 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４９２－ ６１：１５．６５ ２０４．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，６４３，３００円 複勝： ３６，１３８，７００円 枠連： １２，３９１，２００円

普通馬連： ４４，９５２，３００円 馬単： ３６，６１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３８１，６００円

３連複： ６９，０３６，１００円 ３連単： １０５，５８１，６００円 計： ３４３，７４３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９３０円 複 勝 � ４３０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（１－７） １，９９０円

普通馬連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ６，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ２，５２０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ７，１７０円 ３ 連 単 ��� ５１，１７０円

票 数

単勝票数 計 １７６４３３ 的中 � ７２１４（６番人気）
複勝票数 計 ３６１３８７ 的中 � １３６１１（７番人気）� １５５６９２（１番人気）� ２１７０８（４番人気）
枠連票数 計 １２３９１２ 的中 （１－７） ４６１４（６番人気）
普通馬連票数 計 ４４９５２３ 的中 �� １４１４０（９番人気）
馬単票数 計 ３６６１８８ 的中 �� ４００１（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３８１６ 的中 �� ６２２１（９番人気）�� １９５５（２８番人気）�� １１４９４（３番人気）
３連複票数 計 ６９０３６１ 的中 ��� ７１１０（２４番人気）
３連単票数 計１０５５８１６ 的中 ��� １５２３（１５１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１１．９―１２．５―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．３―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３８．１
３ ・（３，１０）－（７，８）９（２，１２）（１３，１４）－１（１５，１１）（５，６）－４ ４ ・（３，１０）－（８，９）７（１２，１３，１４）２，１－（１５，１１）－（５，６）－４

勝馬の
紹 介

ツリーズオブホープ �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２０１０．１．１０ 京都６着

２００７．３．１９生 牡３栗 母 ユメノクラリティー 母母 マ シ ェ ア ー ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※出走取消馬 マイチルゼツビ号（疾病〔右肩部蹴傷〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナンゴクトップガン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６００２ ２月２７日 曇 重 （２２阪神１）第１日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ アルデュイナ 牝３鹿 ５４ 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８－ ４１：５５．５ ２．８�

６１２ タイトルホルダー 牡３黒鹿５６ M．デムーロ �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５０６± ０１：５５．８２ ５．８�
（伊）

３５ メイショウシャイン 牡３鹿 ５６
５４ △国分 恭介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４６２－１０１：５５．９クビ １１．８�

８１５ ネオペンドラゴン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４８８－ ２ 〃 ハナ ６．２�
２４ ディープドリーム 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介深見 敏男氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４８４± ０１：５６．３２� ２３．６�
５９ ジュウクリュウオウ 牡３鹿 ５６ 柴原 央明鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 新冠橋本牧場 ５００－ ４１：５６．５１� ３．９�
７１３ アースフォーリア 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平松山 増男氏 坂口 正則 新ひだか 名古屋 一征 ４５４－ ２１：５７．０３ ３４４．４	
７１４ シルクマッドネス �３黒鹿５６ 川島 信二有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４４０－ ８１：５７．９５ ９３．１

４７ サダムベンザイテン 牝３芦 ５４ 鮫島 良太大西 定氏 鮫島 一歩 新冠 秋田牧場 ５０４－ ６ 〃 アタマ ３８．５�
１１ ファンキーラッシュ 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７０＋ ２１：５８．０クビ １１．１�
６１１ プレジャームーン 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦岩� 正志氏 川村 禎彦 浦河 絵笛牧場 ４３６－ ４ 〃 ハナ ２２８．６
８１６ ビカムアヒーロー 牡３鹿 ５６ 中村 将之トール＆ワイド 谷 潔 浦河 磯野牧場 ４５６－２４１：５８．４２� １６０．２�
１２ マイネルウィル 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４７８－１６１：５８．７２ １５０．０�
３６ セフティーローズ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６０－１０１：５９．６５ ９９．４�
４８ クリノケイブパール 牡３青鹿５６ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 豊郷牧場 ４３８－１０２：０３．４大差 ２２１．４�
５１０ タガノプロスペル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠八木 良司氏 浅見 秀一 浦河 笹地牧場 ４９８± ０２：１１．５大差 ５１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８２３，１００円 複勝： ２２，７０５，５００円 枠連： １２，８７３，２００円

普通馬連： ４１，５４１，６００円 馬単： ３４，４７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１７７，８００円

３連複： ６０，７６６，２００円 ３連単： ９２，１２８，７００円 計： ３００，４８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ２７０円 枠 連（２－６） ７９０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ６６０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� １３，８４０円

票 数

単勝票数 計 １６８２３１ 的中 � ４７９６８（１番人気）
複勝票数 計 ２２７０５５ 的中 � ５２８３９（１番人気）� ２７５５５（４番人気）� １８７０５（５番人気）
枠連票数 計 １２８７３２ 的中 （２－６） １２０８７（３番人気）
普通馬連票数 計 ４１５４１６ 的中 �� ３１８８７（３番人気）
馬単票数 計 ３４４７３７ 的中 �� １５５６１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１７７８ 的中 �� １１２８９（４番人気）�� ７２１４（８番人気）�� ３７７２（１５番人気）
３連複票数 計 ６０７６６２ 的中 ��� １２０８２（１１番人気）
３連単票数 計 ９２１２８７ 的中 ��� ４９１５（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３７．３―５０．０―１：０２．９―１：１５．８―１：２８．６―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アルデュイナ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．１２．５ 阪神５着

２００７．３．３生 牝３鹿 母 アクイレジア 母母 ロ ジ ー タ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノケイブパール号・タガノプロスペル号は，平成２２年３月２７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 シンボリカンヌ号
※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。



０６００３ ２月２７日 曇 重 （２２阪神１）第１日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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

２４ ビートブラック 牡３青 ５６ 鮫島 良太前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００－１０１：２５．５ ４．４�

４７ サクラシリアス 牡３鹿 ５６ 武 豊�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ １．８�
８１５ スマートアーサイト 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ ６．１�
５９ ダイシンベール 牝３鹿 ５４ 幸 英明大八木信行氏 谷 潔 新冠 ノースヒルズマネジメント B４７２－ ６１：２５．８１� ３４．４�
４８ エーシンアライアン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ４７６＋１８１：２６．５４ ２２．０�
５１０ コウセイベイビー 牡３黒鹿５６ 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４４２＋ ４１：２６．６� ３４１．１�
６１２ リリーレインジャー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 谷口育成牧場 ４８０－ ２１：２６．７� ２５．３	
７１３ ボーンストーン 牡３黒鹿５６ 小牧 太後藤 繁樹氏 坂口 正則 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４８０－ ６ 〃 ハナ ９１．９

７１４ アズマダイマジン 牡３栗 ５６ 北村 宏司東 哲次氏 武市 康男 平取 高橋 啓 B４４８＋ ２１：２７．７６ ２４６．９�
３５ ジョウショービジン 牝３栗 ５４ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 ４３０－ ２１：２７．８� １３６．５�
１２ ナムラフォエバー 牡３青鹿５６ 小林 徹弥奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４８６＋ ２１：２７．９クビ ７．３
２３ チョウラッキー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ３９６－ ２１：２８．０� １１９．１�
６１１ チ ェ リ ー ニ 牝３鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４１６± ０１：２８．１� ２３７．９�
３６ キョウワサムライ 牡３鹿 ５６

５４ △松山 弘平�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４５８－ ２１：２８．２� ２３９．７�
１１ ロングテンカ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大下 智中井 敏雄氏 梅内 忍 浦河 高野牧場 ４８８＋ ２１：３０．７大差 ２１０．９�
８１６ ラインラピット 牡３鹿 ５６ 福永 祐一大澤 繁昌氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 ５１０－１２１：３２．２９ ２３７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，０６０，５００円 複勝： ４４，８１７，２００円 枠連： １４，２９８，０００円

普通馬連： ５０，４９５，０００円 馬単： ４８，１２０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７７７，３００円

３連複： ７３，０７１，４００円 ３連単： １３７，０７５，０００円 計： ４１５，７１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（２－４） ３７０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２９０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ３，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２４０６０５ 的中 � ４３５７３（２番人気）
複勝票数 計 ４４８１７２ 的中 � ７９２２０（２番人気）� １９７９６７（１番人気）� ５１８２８（４番人気）
枠連票数 計 １４２９８０ 的中 （２－４） ２９２５８（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０４９５０ 的中 �� ９７５３２（１番人気）
馬単票数 計 ４８１２０８ 的中 �� ３１１５９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７７７３ 的中 �� ４００３９（１番人気）�� １７５８６（４番人気）�� ２８９３０（２番人気）
３連複票数 計 ７３０７１４ 的中 ��� ８４９３４（２番人気）
３連単票数 計１３７０７５０ 的中 ��� ２５８３２（８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．９―１２．５―１２．３―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３５．０―４７．５―５９．８―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビートブラック �
�
父 ミスキャスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１０．１８ 京都４着

２００７．５．２３生 牡３青 母 アラームコール 母母 インワンズジョイ ７戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインラピット号は，平成２２年３月２７日まで平地競走に出走できない。

ロングテンカ号は，平成２２年４月２７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アイリシュミラクル号・ディープハント号



０６００４ ２月２７日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）重 （２２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２５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

３４ � スリーキセキ 牝７青鹿５８ 岩崎 祐己永井商事� 村山 明 静内 岡野牧場 ４８６＋ ２３：１９．１ ８．６�

７１１ ドリームガールズ 牝５栗 ５８ 小坂 忠士山本 慎一氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４５２＋ ６３：１９．８４ １９．５�
６１０ カブリオール �５芦 ６０ 今村 康成前田 幸治氏 沖 芳夫 新冠 パカパカ

ファーム ５０４＋ ６３：２０．５４ ２３．０�
５８ � ドリームストライド 牡５鹿 ６０ 熊沢 重文セゾンレースホース� 飯田 雄三 英 Cheveley Park

Stud Ltd ５０４－ ２３：２０．６クビ １２．５�
２２ ヒカリアライブ 牡４鹿 ５９ 高野 容輔當山 �則氏 須貝 彦三 日高 中川牧場 ４４４＋ ４３：２２．６大差 ４２．７�
４５ マリエンベルク 牡５栗 ６０ 金折 知則 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ５０６＋１６３：２３．１３ １４．４	
６９ ヴ ィ ジ レ 牡５青 ６０ 白浜 雄造藤田 孟司氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５０４＋１２３：２３．２� １１．６

８１４ カシノダンク 牡６鹿 ６０ 仲田 雅興柏木 務氏 福永 甲 三石 畑端牧場 ５１６－ ２３：２３．６２� ６１．７�
３３ メイショウゲンスイ 牡６鹿 ６０ 西谷 誠松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５２４－ ２３：２４．０２� １６．２�
１１ � エーシンウォーマン 牡４青鹿５９ 林 満明�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４６２－ ２３：２７．２大差 １１８．４
５７ � マ イ コ ハ ン 牝５鹿 ５８ 植野 貴也中山 速水氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４７０－ ８３：２８．４７ １４５．３�
８１３ スターフォワード 牡７栗 ６０ 北沢 伸也 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９２－ ４ （競走中止） １．６�
４６ ト レ ド 牡６芦 ６０ 菊地 昇吾山内 邦一氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４６８－ ６ （競走中止） ３１．８�
７１２� ドンスピリタス �４黒鹿５９ 出津 孝一山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５２２± ０ （競走中止） １０４．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，５９９，７００円 複勝： ３７，０５７，７００円 枠連： １４，１７２，７００円

普通馬連： ３６，４１７，２００円 馬単： ３５，７４２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，９２８，０００円

３連複： ６１，１９５，０００円 ３連単： ９７，７３９，９００円 計： ３１７，８５２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ４００円 � ７３０円 � １，３５０円 枠 連（３－７） ２，８９０円

普通馬連 �� ４，６９０円 馬 単 �� ９，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ２，０１０円 �� ３，５３０円

３ 連 複 ��� ２６，４２０円 ３ 連 単 ��� １３９，２６０円

票 数

単勝票数 計 １８５９９７ 的中 � １７２４０（２番人気）
複勝票数 計 ３７０５７７ 的中 � ２７０７１（２番人気）� １３１３９（６番人気）� ６７５４（９番人気）
枠連票数 計 １４１７２７ 的中 （３－７） ３６２１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ３６４１７２ 的中 �� ５７３５（１３番人気）
馬単票数 計 ３５７４２４ 的中 �� ２８０５（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６９２８０ 的中 �� ３３８６（１３番人気）�� ２０７２（２２番人気）�� １１６１（４０番人気）
３連複票数 計 ６１１９５０ 的中 ��� １７１０（７０番人気）
３連単票数 計 ９７７３９９ 的中 ��� ５１８（３４４番人気）

上り １マイル １：４７．７ ４F ５３．８－３F ４０．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→
→�」
�
�
１１－１０，１３（８，４）２－５＝３＝（９，１）－１４－７
１１，４，１３－（８，１０）－２，５＝３＝１，１４－９＝７

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

勝馬の
紹 介

�スリーキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 トウシヨウボーイ

２００３．５．２７生 牝７青鹿 母 スリーリッチ 母母 スリーリオン 障害：８戦１勝 賞金 １７，４００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ドンスピリタス号は，１周目７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。
トレド号は，１周目４号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
スターフォワード号は，２周目４号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



０６００５ ２月２７日 曇 重 （２２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１５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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１１ ブリリアントシチー 牡３栗 ５６ 中村 将之 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 ５１２ ―１：５６．５ ２４．８�

１１ � ガルビスティー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Janus Blood-
stock Inc ４９８ ― 〃 クビ １５．０�

４４ メイショウトシイエ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４４２ ―１：５６．９２� １３．３�
５７ スペクタビリス 牡３青 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 野中 賢二 安平 ノーザンファーム ５２８ ―１：５７．３２� ２．１�
８１３ アンクルガンバレ 牡３黒鹿５６ 川島 信二�有能 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４４８ ―１：５７．５１ ５７．６�
８１２ キングロンコート 牡３鹿 ５６ 幸 英明小林 久義氏 北出 成人 浦河 大柳ファーム ４６４ ―１：５７．７１� １０．２	
６９ ア オ ラ ギ 牡３栗 ５６ M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ５１０ ― 〃 ハナ ５．７


（伊）

５６ シンゼンスマイル 牡３栗 ５６ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 新冠 石郷岡 雅樹 ５１０ ―１：５８．３３� ６２．０�
７１０ ショウナンバレーノ 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 恭介国本 哲秀氏 中村 均 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８ ―１：５８．４クビ ２４．５�

４５ ラデツキーマーチ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三下河美智子氏 安達 昭夫 日高 下河辺牧場 ５１４ ―１：５８．５� ４．６�
２２ マルブツケイ 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ４６０ ―２：００．７大差 ４３．５�
６８ フミノイダテン 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥谷 二氏 目野 哲也 新ひだか へいはた牧場 ５５８ ―２：００．８� １２２．７�

（１２頭）
３３ エーシンブルパップ 牡３青鹿５６ 和田 竜二�栄進堂 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，４３４，３００円 複勝： ２６，４３５，８００円 枠連： １３，６３０，７００円

普通馬連： ３９，０８５，５００円 馬単： ３５，１９３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４６５，５００円

３連複： ５４，２８５，６００円 ３連単： ９４，３５５，０００円 計： ２９７，８８５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４８０円 複 勝 � ６１０円 � ５８０円 � ４７０円 枠 連（１－７） ６，０００円

普通馬連 �� １６，３５０円 馬 単 �� ３６，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６７０円 �� ２，８５０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� ４９，８３０円 ３ 連 単 ��� ３８６，８６０円

票 数

単勝票数 計 １７４３４３ 的中 � ５５６１（８番人気）
複勝票数 計 ２６４３５８ 的中 � １１２０２（８番人気）� １１８６３（６番人気）� １５４９０（５番人気）
枠連票数 計 １３６３０７ 的中 （１－７） １６７９（１８番人気）
普通馬連票数 計 ３９０８５５ 的中 �� １７６５（３７番人気）
馬単票数 計 ３５１９３２ 的中 �� ７１４（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４６５５ 的中 �� １１６６（３５番人気）�� １５１３（３０番人気）�� １８４３（２６番人気）
３連複票数 計 ５４２８５６ 的中 ��� ８０４（９５番人気）
３連単票数 計 ９４３５５０ 的中 ��� １８０（６４３番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．６―１４．１―１３．７―１３．５―１３．０―１２．６―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．８―３８．９―５２．６―１：０６．１―１：１９．１―１：３１．７―１：４３．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリリアントシチー �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 キンググローリアス 初出走

２００７．４．１生 牡３栗 母 グレースグロリアス 母母 ノアグレース １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 エーシンブルパップ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 ブリリアントシチー号の騎手中村将之は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（５番への進

路影響）
※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。



０６００６ ２月２７日 曇 良 （２２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４５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

７１４ レディアルバローザ 牝３鹿 ５４ M．デムーロ �ロードホースクラブ 池江 泰郎 新ひだか ケイアイファーム ４６６± ０１：２２．１ ３．７�
（伊）

６１２ リバーハイランド 牡３鹿 ５６ 幸 英明後藤 繁樹氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７２± ０１：２２．２� ６６．２�
１２ メイショウカンパク 牡３黒鹿５６ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ２１：２２．４１� ６．６�
８１５ ルクソールシチー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４４４－ ８ 〃 アタマ １３．０�
７１３ グレナディーン 牝３黒鹿５４ 小牧 太 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４ 〃 ハナ ６．９�
４７ フラムドール 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２１：２２．６１� ３０．７	
３６ ディオメデス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 追分ファーム ５１０－ ４１：２２．７� ５．０

４８ ト シ ザ マ キ 牝３栗 ５４ 浜中 俊上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４４２＋ ２１：２２．８クビ ４１．４�
２３ ヤマニングルノイユ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４６０－ ６１：２２．９� ３９．８�
２４ インタレスティング 牝３鹿 ５４ 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 宮崎 田上 勝雄 ４３０－ ８１：２３．１１� ６６．８
６１１ ソ ム ニ ア 牝３栗 ５４ 安藤 勝己吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４３０＋１４１：２３．３１� ５．８�
１１ ラブグランデー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４３２＋ ２１：２３．６１� ２１．０�
５９ アイビーフォールド 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �キャロットファーム 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 ４５２± ０１：２３．７クビ ２０．３�
３５ 	 ギ ガ ビ ッ ト 牡３黒鹿５６ 北村 友一雑古 隆夫氏 坪 憲章 浦河 栄進牧場 ４３２－ ４１：２４．０１� ２４６．０�
８１６ ラブキーセキ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠増田 陽一氏 中村 均 新ひだか パラダイス・ファーム ４７０＋ ６１：２４．８５ ３２．０�
５１０ スズカジェネラル 牡３栗 ５６

５４ △松山 弘平永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６４－ ６１：２５．０１� ２６４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６３１，１００円 複勝： ４３，２１８，３００円 枠連： ２１，９５７，２００円

普通馬連： ６４，１１６，６００円 馬単： ４１，１８６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２４８，０００円

３連複： ９２，９９５，０００円 ３連単： １３２，６８６，２００円 計： ４４８，０３９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １，５７０円 � ２００円 枠 連（６－７） ６４０円

普通馬連 �� １０，２７０円 馬 単 �� １６，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３３０円 �� ５７０円 �� ４，０２０円

３ 連 複 ��� １７，９８０円 ３ 連 単 ��� １０５，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２４６３１１ 的中 � ５２６４８（１番人気）
複勝票数 計 ４３２１８３ 的中 � ９７４０２（１番人気）� ４９２０（１４番人気）� ６０２６６（３番人気）
枠連票数 計 ２１９５７２ 的中 （６－７） ２５４９６（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４１１６６ 的中 �� ４６０９（３７番人気）
馬単票数 計 ４１１８６６ 的中 �� １８４０（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２４８０ 的中 �� １９４１（４０番人気）�� １２８００（４番人気）�� １５９７（４６番人気）
３連複票数 計 ９２９９５０ 的中 ��� ３８１８（６０番人気）
３連単票数 計１３２６８６２ 的中 ��� ９２９（３３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３４．９―４６．５―５８．３―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディアルバローザ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tejano Run デビュー ２００９．１１．２１ 京都３着

２００７．４．２１生 牝３鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord ５戦２勝 賞金 １９，５００，０００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 クロワラモー号・ダノンカスガ号
※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。



０６００７ ２月２７日 晴 重 （２２阪神１）第１日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１５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
１：４７．８

重

重

６１２ トミケンプライマリ 牝４栗 ５４
５２ △国分 恭介冨樫 賢二氏 坂口 正則 浦河 平成ファーム ４５４± ０１：５４．４ ２．７�

２４ � クリノソーニャ 牝５鹿 ５５ 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４５０－ ２１：５４．５� １４．７�
８１５ キャメロンバローズ 牝４栗 ５４ 安藤 光彰猪熊 広次氏 藤沢 則雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０－ ６１：５４．６クビ ５．３�
８１６ コパノタイマネ 牝６栗 ５５ 池添 謙一小林 祥晃氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ４７．８�
１２ フェイズシフト 牝４黒鹿５４ 太宰 啓介吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４５４＋ ４１：５４．７クビ ９．３�
４７ シルバービート 牝４芦 ５４ 北村 友一門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４８０－ ８ 〃 クビ ５５．１�
５１０ トウカイセレブ 牝４鹿 ５４ 福永 祐一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４６８＋２６１：５５．２３ １５．９�
５９ リバーキャッスル 牝５栗 ５５ 北村 宏司河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４３２－ ６１：５５．４１� １１８．９	
３５ フォルクスオーパー 牝４栗 ５４ 渡辺 薫彦 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８６－１０１：５５．５クビ ９．８�
７１３ クリスザドール 牝４鹿 ５４

５２ △松山 弘平国田 正忠氏 石坂 正 早来 ノーザンファーム ５４０－ ２ 〃 クビ １５．０�
６１１ ド ン ダ ケ ー 牝５栗 ５５

５３ △荻野 琢真坂田 行夫氏 萱野 浩二 浦河 村下農場 ４７６± ０１：５５．６� ２５４．１
２３ シャルマンスタイル 牝４栗 ５４ 岩田 康誠水上ふじ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４８２± ０１：５６．２３� ４７．１�
３６ レディームスタング 牝４栗 ５４ 西原 玲奈�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４６６－１０１：５６．５１� １８．５�
１１ パルクエスト 牝４鹿 ５４ M．デムーロ木浪 巖氏 鮫島 一歩 鵡川 西山牧場 ４９６－ ４１：５８．５大差 ８．９�

（伊）

７１４ メイショウボナール 牝４鹿 ５４ 四位 洋文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 木戸口牧場 ４５６＋ ６２：００．３大差 ３７．３�
４８ チャーミングシチー 牝５芦 ５５ 和田 竜二 
友駿ホースクラブ 清水 出美 門別 富川田中牧場 ４３２± ０ （競走中止） ４２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９５７，６００円 複勝： ３６，７７９，４００円 枠連： ２１，２５３，２００円

普通馬連： ６６，４２３，５００円 馬単： ４４，６４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６８６，４００円

３連複： ８７，９８１，８００円 ３連単： １３４，３１６，３００円 計： ４４２，０４１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ２８０円 � １７０円 枠 連（２－６） １，１７０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ２４０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� １０，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２１９５７６ 的中 � ６５８８６（１番人気）
複勝票数 計 ３６７７９４ 的中 � １０１８５６（１番人気）� ２５０５２（５番人気）� ５８２８８（２番人気）
枠連票数 計 ２１２５３２ 的中 （２－６） １３４６２（４番人気）
普通馬連票数 計 ６６４２３５ 的中 �� ３６０４９（４番人気）
馬単票数 計 ４４６４３０ 的中 �� １４８６０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６８６４ 的中 �� １１３４３（４番人気）�� ３５９１８（１番人気）�� ６０６７（１２番人気）
３連複票数 計 ８７９８１８ 的中 ��� ３１１５８（３番人気）
３連単票数 計１３４３１６３ 的中 ��� ９８９０（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．７―５０．６―１：０３．５―１：１６．２―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４F５０．９―３F３８．２
１
３
１０（３，１４）（６，１５，１３）（１，５，７）１２（４，８）１６，２，９，１１
１０，１４（３，１５）１３（６，５，１２）１（４，１６）７，２－（９，１１）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンプライマリ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１１．１５ 福島１２着

２００６．３．２５生 牝４栗 母 マ ジ ー ア 母母 モムズクラウン １３戦２勝 賞金 ２２，１４０，０００円
〔騎手変更〕 リバーキャッスル号の騎手橋本美純は，病気のため北村宏司に変更。
〔競走中止〕 チャーミングシチー号は，３コーナーで前の馬に触れて転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウボナール号は，平成２２年３月２７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 オレンジシュプール号
※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。



０６００８ ２月２７日 晴 重 （２２阪神１）第１日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１４� エアインシャラー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �ラッキーフィールド大久保龍志 米 Winches-
ter Farm ５０６－１２１：２３．５ ３．３�

６１２ レッドジール 牡４栗 ５７ 池添 謙一 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９４－ ６１：２３．９２� ６．１�
８１６ シ ャ ア 牡４栗 ５７ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４４０－ ２ 〃 アタマ ６．６�
６１１ フレンチクラシック 牡４栗 ５７ 安藤 勝己吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム B４６２－ ４１：２４．１１	 １１．５�
２４ アグネスミヌエット 牝５鹿 ５５ 四位 洋文渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４２２－ ４ 〃 ハナ ５０．７�
８１５ ヘリオスシチー 牡４鹿 ５７ M．デムーロ �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４４８＋ ６１：２４．３１� １０．２�

（伊）

１１ アイソトープ 牡５栗 ５７ 北村 友一 	社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：２４．４クビ １０．９

７１３ エフティレガシー 牡４鹿 ５７ 北村 宏司吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４５２－ ８１：２４．５
 ４８．７�
３５ クラッカージャック 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９２－１２１：２４．６クビ ５０．７�
１２ � トーホウボガード 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠東豊物産� 柴田 光陽 新冠 カミイスタット ４６４－ ４１：２４．７
 ８．９�
５１０� コアレスランナー �４鹿 ５７

５５ △国分 恭介小林 昌志氏 野村 彰彦 平取 コアレススタッド ４１６－ ５１：２５．０１
 １１０．０
４８ アートオブダンサー 牝４鹿 ５５ 佐久間寛志岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４４８－１０１：２５．１
 ４６．８�
５９ ハクバドウジ 牡５芦 ５７ 武 豊	ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 ５２６－ ２１：２５．３１	 ７．４�
４７ メジロブラボー 牝４芦 ５５ 浜中 俊	メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８＋ ６１：２５．５１� １７８．９�
３６ シュウホーサンデー 牝４芦 ５５

５４ ☆田中 健山田 英男氏 木原 一良 浦河 田中スタッド ４３６± ０１：２７．４大差 ４０２．２�
２３ マイスイートホーム 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二飯田 正剛氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４６４－ ４１：２８．８９ ５０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，３６６，９００円 複勝： ５２，９５９，９００円 枠連： ３１，８８１，２００円

普通馬連： ９７，８１０，２００円 馬単： ５８，８０１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，９８３，３００円

３連複： １３０，６６７，９００円 ３連単： ２０１，４５３，２００円 計： ６４１，９２４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � ２００円 枠 連（６－７） ６８０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ５４０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� ８，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３０３６６９ 的中 � ７３１２２（１番人気）
複勝票数 計 ５２９５９９ 的中 � １１２５９０（１番人気）� ６２７２８（３番人気）� ６３８７５（２番人気）
枠連票数 計 ３１８８１２ 的中 （６－７） ３４７５７（２番人気）
普通馬連票数 計 ９７８１０２ 的中 �� ６６６９７（１番人気）
馬単票数 計 ５８８０１８ 的中 �� ２３０７０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７９８３３ 的中 �� ２２２５９（１番人気）�� １７３８７（２番人気）�� １３４７８（６番人気）
３連複票数 計１３０６６７９ 的中 ��� ３９１９０（１番人気）
３連単票数 計２０１４５３２ 的中 ��� １７６９５（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．８―１２．１―１２．０―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３５．０―４７．１―５９．１―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エアインシャラー �
�
父 Dixie Union �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー ２００９．７．１８ 小倉４着

２００６．４．２５生 牡４鹿 母 Chez La Femme 母母 She’s Ecstatic ５戦２勝 賞金 １５，０５０，０００円
〔騎手変更〕 フレンチクラシック号の騎手和田竜二は，第７競走での落馬による検査のため安藤勝己に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイスイートホーム号は，平成２２年３月２７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 クイックメール号・ジャングルゼット号・マジックアロー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６００９ ２月２７日 晴 良 （２２阪神１）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

せ ん り や ま

千 里 山 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，２１．２．２８以降２２．２．２１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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．７
１：４４．１

良

良

６８ グローリーシーズ �５栗 ５５ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：４９．１ ６．９�

６７ アドマイヤセナ 牡７栗 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２１：４９．３１� ３．６�
８１１ シゲルハスラット 牡５栗 ５４ 松山 弘平森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 中村 雅明 ４６４－ ６１：４９．４� １３．０�
４４ トーセンマーチ 牡６栗 ５７ 福永 祐一島川 �哉氏 中島 敏文 千歳 社台ファーム ５１８＋ ８ 〃 ハナ ３．６�
８１２ キンショーオトヒメ 牝５栗 ５１ 酒井 学礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５０± ０１：４９．５クビ ５２．６�
７１０ ジェントルフォーク 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ １６．８	
２２ メイショウジンム 牡４鹿 ５４ M．デムーロ松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３４± ０１：４９．６クビ ７．３


（伊）

７９ アキノカウンター 牡４栗 ５４ 鮫島 良太穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４４８＋ ６１：４９．７� ２２．７�
５６ 	 ニホンピロキリバス �５栃栗５５ 武 豊小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４４２－ ８１：４９．８� ５．６�
３３ タイカーリアン 牡６鹿 ５３ 幸 英明名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ８２．５�
１１ ヴ ン ダ ー 牡９黒鹿５２ 渡辺 薫彦幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ５０４＋ ４１：５０．４３� １１８．５�
５５ オーシャンクルーズ 牡６鹿 ５４ 柴原 央明上田 宗義氏 昆 貢 新冠 村田牧場 B４８６＋ ２１：５０．７１� ７２．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，２３２，９００円 複勝： ５０，７０９，３００円 枠連： ２６，４０３，０００円

普通馬連： １０３，９７９，７００円 馬単： ７５，８７６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，６３０，６００円

３連複： １３０，０４３，４００円 ３連単： ２７２，９００，３００円 計： ７２８，７７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � ４５０円 枠 連（６－６） ９９０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，３００円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ４，６３０円 ３ 連 単 ��� ２０，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３２２３２９ 的中 � ３７２１３（４番人気）
複勝票数 計 ５０７０９３ 的中 � ６９５４０（３番人気）� １１３６５０（１番人気）� ２２２８０（７番人気）
枠連票数 計 ２６４０３０ 的中 （６－６） １９７９４（５番人気）
普通馬連票数 計１０３９７９７ 的中 �� ７７５５４（３番人気）
馬単票数 計 ７５８７６１ 的中 �� ２６７３０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６６３０６ 的中 �� ２５６７３（２番人気）�� ６５８２（１６番人気）�� ７４２４（１３番人気）
３連複票数 計１３００４３４ 的中 ��� ２０７６９（１４番人気）
３連単票数 計２７２９００３ 的中 ��� ９６９３（６３番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．２―１２．７―１２．５―１２．５―１１．６―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３６．９―４９．６―１：０２．１―１：１４．６―１：２６．２―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．５
３ １１－６（４，７）（３，８）（２，１２）１０（１，９）５ ４ １１（６，４）７（２，３）（８，１２）（１，９，１０，５）

勝馬の
紹 介

グローリーシーズ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．４ 京都２着

２００５．２．２６生 �５栗 母 サファイヤコースト 母母 リッジフィールド １２戦４勝 賞金 ４５，８４７，０００円
〔騎手変更〕 ニホンピロキリバス号の騎手橋本美純は，病気のため武豊に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０１０ ２月２７日 晴 良 （２２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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

５５ ウィルビーキング �６栗 ５７ M．デムーロ前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２± ０２：２７．５ １０．５�
（伊）

６７ シ グ ナ リ オ 牡６栗 ５７ 浜中 俊齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－ ８ 〃 ハナ ８．４�

３３ テンシノゴールド 牡７鹿 ５７ 小牧 太杉谷 桝夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ １３．１�
７９ ブルースターキング 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４６６＋ ２２：２７．９２� １４．２�
６８ 	
 カネトシソレイユ 牡６鹿 ５７ 幸 英明兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５０６＋ ６２：２８．１１� ４２．４�
１１ タガノファントム 牡６栗 ５７ 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 ４８０＋ ４ 〃 アタマ ２．５�
７１０ メトロシュタイン 牡６青鹿５７ 福永 祐一太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１４－１０２：２８．２クビ １０．７	
４４ ワンダームシャ 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ３．７

２２ ニュービギニング 牡６鹿 ５７ 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 ４６６＋ ６２：２８．５１� ３８．２�
８１１
 ダンツクリスエス 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 浦河 信成牧場 ５２２＋ ６２：２９．９９ ６７．５�
５６ 	 ネヴァキングダム 牡６黒鹿５７ 安藤 勝己�ティーエイチ 藤沢 和雄 英 W. and R.

Barnett Ltd ４９０－ ２２：３０．０� １８．９
８１２ プログレスエバー 牡７鹿 ５７ 石橋 守橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５７６＋１０２：３４．１大差 ３９５．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４０，０２１，４００円 複勝： ５９，９５１，５００円 枠連： ３２，４３９，８００円

普通馬連： １３７，８２６，４００円 馬単： ９４，２００，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，８５９，０００円

３連複： １８０，５４４，２００円 ３連単： ３６５，１２６，５００円 計： ９５６，９６８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３８０円 � ３１０円 � ３２０円 枠 連（５－６） ２，７８０円

普通馬連 �� ５，６２０円 馬 単 �� １１，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９００円 �� １，３３０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� １８，９９０円 ３ 連 単 ��� １２１，８８０円

票 数

単勝票数 計 ４００２１４ 的中 � ３００４４（４番人気）
複勝票数 計 ５９９５１５ 的中 � ４０１８４（６番人気）� ５２９４６（３番人気）� ５１４７６（４番人気）
枠連票数 計 ３２４３９８ 的中 （５－６） ８６１２（１３番人気）
普通馬連票数 計１３７８２６４ 的中 �� １８１２２（２３番人気）
馬単票数 計 ９４２００１ 的中 �� ６１１８（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６８５９０ 的中 �� ６０２９（２４番人気）�� ８７２９（１５番人気）�� ８４５８（１６番人気）
３連複票数 計１８０５４４２ 的中 ��� ７０１９（５８番人気）
３連単票数 計３６５１２６５ 的中 ��� ２２１１（３５６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．５―１２．７―１２．８―１２．４―１２．９―１２．１―１１．７―１１．７―１１．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．５―３７．０―４９．７―１：０２．５―１：１４．９―１：２７．８―１：３９．９―１：５１．６―２：０３．３―２：１４．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィルビーキング �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．８．１３ 小倉２着

２００４．４．２８生 �６栗 母 ゲーリックキャット 母母 Gaelic Bird ３４戦５勝 賞金 １０２，４９６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ニュービギニング号の騎手和田竜二は，第７競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プログレスエバー号は，平成２２年３月２７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を表示している。



０６０１１ ２月２７日 晴 良 （２２阪神１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第１９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 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００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

４７ コスモセンサー 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４９０＋ ８１：３４．８ １７．６�

２３ ザ タ イ キ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�大樹ファーム 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４７０－ ２１：３５．０１� １．７�
７１３ レ ト 牡３鹿 ５６ 幸 英明伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４４０－ ４１：３５．１� ３６．５�
６１１ シゲルモトナリ 牡３黒鹿５６ 北村 友一森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ４９２＋ ６１：３５．３１� ３４．３�
１１ フラガラッハ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �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 ４７２－ ２１：３５．４クビ ６．２�
（伊）

１２ ニシノメイゲツ 牡３青鹿５６ 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５０± ０１：３５．６１ ４．７�
５１０ キョウエイアシュラ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ ２８．３	
６１２ ペガサスヒルズ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７０± ０ 〃 クビ １７．５

４８ タニノエポレット 牡３鹿 ５６ 武 豊谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４９０－ ８１：３５．９２ ４０．６�
７１４ マカニビスティー 牡３青鹿５６ 小牧 太備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 ４８０－ ２１：３６．２１	 ５３．５�
２４ 
 モエレデフィニット 牡３青鹿５６ 岩田 康誠山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４７０－ ４１：３６．４１� ９２．８
３５ ノ ボ ク ン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４８０＋ ２１：３７．０３� ６９．３�
３６ � パラダイスラビーダ 牡３鹿 ５６ 戸部 尚実太田美津子氏 新山 広道 新冠 三村 卓也 B４７４－１５１：３７．１� ４５６．９�

（愛知） （愛知）

５９ ダノンハラショー 牡３栗 ５６ 四位 洋文�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２１：３７．３１� １１９．３�
８１６ ドビュッシー 牡３栗 ５６ 浜中 俊 �ワールド・パーム 西園 正都 新ひだか 斉藤スタッド ４７６＋１０ 〃 クビ ２８０．９�
８１５ ムーンテンダー 牡３鹿 ５６ 国分 恭介岩� 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４７６－ ６１：３８．４７ ４０３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１０，２２０，７００円 複勝： １６８，０１７，９００円 枠連： ９６，０４９，１００円

普通馬連： ４２８，７７５，８００円 馬単： ２９２，０４８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２１，２５５，４００円

３連複： ５３５，４８６，４００円 ３連単： １，２１９，２６３，８００円 計： ２，９７１，１１７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７６０円 複 勝 � ３６０円 � １１０円 � ６６０円 枠 連（２－４） １，１４０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ４，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ３，５８０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ９，０９０円 ３ 連 単 ��� ６３，０９０円

票 数

単勝票数 計１１０２２０７ 的中 � ４９３９２（５番人気）
複勝票数 計１６８０１７９ 的中 � ７４９１２（５番人気）� ８１１４０４（１番人気）� ３６７６８（８番人気）
枠連票数 計 ９６０４９１ 的中 （２－４） ６２３９３（３番人気）
普通馬連票数 計４２８７７５８ 的中 �� ２５３０２６（４番人気）
馬単票数 計２９２０４８１ 的中 �� ４７６８３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２１２５５４ 的中 �� ５０４０２（５番人気）�� ７８９８（３４番人気）�� ２９１８４（８番人気）
３連複票数 計５３５４８６４ 的中 ��� ４３４８５（２６番人気）
３連単票数 計１２１９２６３８ 的中 ��� １４２６３（１６１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．４―１２．１―１１．２―１１．１―１１．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３６．３―４８．４―５９．６―１：１０．７―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．２
３ ７，１１，４（３，１２，１３）１，２（６，１５）（８，１０，１６）（５，１４）９ ４ ・（７，１１，１）１３－４（３，１２）１５（２，６）（８，１６，１０）－（５，１４）－９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモセンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００９．７．２６ 新潟１着

２００７．３．１４生 牡３栗 母 ケイアイバラード 母母 ハナサキメグロ ６戦３勝 賞金 ６３，１３８，０００円
〔騎手変更〕 ムーンテンダー号の騎手和田竜二は，第７競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
〔発走状況〕 フラガラッハ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



０６０１２ ２月２７日 晴 重 （２２阪神１）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

２２ ア ズ ラ イ ト 牝６青 ５５ M．デムーロ �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４５６－ ４１：１１．０ ７．２�
（伊）

５８ グランプリヒーロー 牡５鹿 ５７ 小牧 太�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４６６－１０ 〃 アタマ １０．５�
３５ フィールドジュエル 牡８鹿 ５７ 酒井 学地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４８８± ０１：１１．２１� ２８．０�
４６ サダムテンジン 牝４栗 ５５ 武 豊大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４７０－ ８１：１１．６２� １．７�
６１１ ベストオブミー 牝５栗 ５５ 安藤 勝己飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４５６－ ６１：１２．０２� １０．８�
６１０ マイティーキラー 牡７栗 ５７ 石橋 守小川 勲氏 宮 徹 新冠 細川農場 ５０４－ ８１：１２．１	 １６４．４	
４７ オメガロンド 牝６鹿 ５５ 幸 英明原 
子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：１２．２� ２３．８

８１５ タニノジュレップ 牝５栗 ５５ 鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４３４± ０１：１２．３クビ ６１．８�
５９ ケルティックハープ 牝６栗 ５５ 石橋 脩セゾンレースホース� 須貝 彦三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８０± ０１：１２．４� １６５．０�
３４ カウンセラー 牡５芦 ５７ 上野 翔川上 哲司氏 目野 哲也 三石 久井牧場 ４５４－ ６１：１２．６１� １５．２
２３ � ユウキアックン 牡５栗 ５７

５５ △国分 恭介ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ４９６－ ８１：１２．７� １８．２�
７１２ マヤフィオーレ 牝４栗 ５５ 小林 徹弥�まの 大橋 勇樹 日高 中川牧場 ４３４－ ４ 〃 ハナ １９．５�
８１４� エーソングフォー 牝５栗 ５５ 岩田 康誠小田 吉男氏 森 秀行 米 Robert

Spiegel ４９２－１６１：１３．２３ ３７．４�
７１３� ア ピ ー ル 牝５栗 ５５ 太宰 啓介長谷川光司氏 吉岡 八郎 浦河 小倉牧場 ４１４＋ ２１：１３．４１ １３９．６�
１１ モ モ フ ク 牝５栗 ５５ 北村 友一大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４６４－１４１：１３．５	 ４１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４８，２４２，７００円 複勝： ６９，７８７，３００円 枠連： ４１，５３８，０００円

普通馬連： １５５，４５７，７００円 馬単： １１３，７８１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，１９６，７００円

３連複： ２０３，９７８，３００円 ３連単： ４２０，６２６，６００円 計： １，１１１，６０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２５０円 � ３８０円 � ６７０円 枠 連（２－５） ２，３９０円

普通馬連 �� ３，２４０円 馬 単 �� ６，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� １，６１０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� １４，４４０円 ３ 連 単 ��� ８５，３３０円

票 数

単勝票数 計 ４８２４２７ 的中 � ５３４４２（２番人気）
複勝票数 計 ６９７８７３ 的中 � ８３９６９（２番人気）� ４７８５４（４番人気）� ２４５３８（９番人気）
枠連票数 計 ４１５３８０ 的中 （２－５） １２８６６（１０番人気）
普通馬連票数 計１５５４５７７ 的中 �� ３５４２３（１０番人気）
馬単票数 計１１３７８１６ 的中 �� １３７６７（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８１９６７ 的中 �� １４４０５（１０番人気）�� ８８５６（１８番人気）�� ５７５５（２７番人気）
３連複票数 計２０３９７８３ 的中 ��� １０４２８（４７番人気）
３連単票数 計４２０６２６６ 的中 ��� ３６３８（２４８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．５―１２．０―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．８―４６．８―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ズ ラ イ ト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．７．８ 函館１着

２００４．３．１３生 牝６青 母 ゴーンプロフェッショナル 母母 Professional Dance ２１戦３勝 賞金 ３９，２７９，０００円
〔騎手変更〕 マヤフィオーレ号の騎手和田竜二は，第７競走での落馬負傷のため小林徹弥に変更。
※出走取消馬 スズカアトラス号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 マイティーストーム号・ミキノセレナーデ号・リリーレインボー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２２阪神１）第１日 ２月２７日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２５５，１２０，０００円
１０，６５０，０００円
１２，４００，０００円
１，６６０，０００円
２５，２６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，８８９，５００円
５，５２２，８００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
４０２，２３４，２００円
６４８，５７８，５００円
３３８，８８７，３００円
１，２６６，８８１，５００円
９１０，６８６，２００円
４５５，５８９，６００円
１，６８０，０５１，３００円
３，２７３，２５３，１００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 ８，９７６，１６１，７００円

総入場人員 １５，３０２名 （有料入場人員 １４，５８８名）




