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０６００１ ２月２６日 晴 良 （２３阪神１）第１日 第１競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６８ ヤマニンラレーヌ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４３６± ０１：１４．０ ２．０�

６７ レッドマロン 牝３栃栗５４ 岩田 康誠�コオロ 境 直行 日高 藤本ファーム ４６４－ ４１：１４．３１� ２．６�
５６ クールグラン 牝３芦 ５４ 和田 竜二林 進氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 ４６６± ０１：１５．１５ １７．８�
１１ トーホウガーデン 牝３鹿 ５４ 幸 英明東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４４８－ ８１：１５．２� １１．７�
８１１ マスコットウイング 牝３鹿 ５４ 酒井 学 �フジワラ・ファーム 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム ４０８－ ４１：１６．１５ ３７６．７�
３３ ファンキートット 牝３栃栗５４ 松岡 正海海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４６４－ ４１：１６．２� ４２．９	
４４ ヤングラッシュ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介梶原 重雄氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 ４６６－ ４１：１６．３� ２４９．２

７９ アドマイヤシェマカ 牝３栗 ５４ M．デムーロ近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４２８＋ ２１：１６．４クビ ２３．４�

（伊）

７１０ ライトアップゲラン 牝３黒鹿５４ 中村 将之 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 谷 潔 日高 白井牧場 ４４２＋ ２１：１７．２５ １３４．４�

２２ イマカツミライ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二今西 和雄氏 昆 貢 新ひだか 田湯牧場 ４６４＋ ２１：１７．７３ ２６．５
８１２ エスケイノーブル 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４３６－ ４１：１９．６大差 １６４．７�
５５ ヤマニンカモミール 牝３栗 ５４ 武 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４２８－１０ （競走中止） １０．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，３３０，５００円 複勝： ２９，２７３，２００円 枠連： １１，７４５，３００円

普通馬連： ３５，１４７，６００円 馬単： ２９，１８５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０４７，２００円

３連複： ５６，１５３，０００円 ３連単： １０２，７４９，０００円 計： ２９４，６３１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（６－６） １８０円

普通馬連 �� １８０円 馬 単 �� ３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� ４００円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 ��� １，４４０円

票 数

単勝票数 計 １２３３０５ 的中 � ４９２３９（１番人気）
複勝票数 計 ２９２７３２ 的中 � １０６０６４（１番人気）� ９８０６８（２番人気）� １７２６５（５番人気）
枠連票数 計 １１７４５３ 的中 （６－６） ４８５１６（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５１４７６ 的中 �� １４９８０５（１番人気）
馬単票数 計 ２９１８５８ 的中 �� ７０５５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０４７２ 的中 �� ６２１５０（１番人気）�� ７６４６（７番人気）�� １０８７２（３番人気）
３連複票数 計 ５６１５３０ 的中 ��� ７５８１３（２番人気）
３連単票数 計１０２７４９０ 的中 ��� ５２９０２（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．２―１２．４―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．７―３６．９―４９．３―１：０１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンラレーヌ �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 Nijinsky デビュー ２０１０．１２．１９ 小倉３着

２００８．５．１０生 牝３鹿 母 ヤマニンジュエリー 母母 ティファニーラス ４戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔競走中止〕 ヤマニンカモミール号は，競走中に疾病〔左第１指関節開放性脱臼〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔その他〕 エスケイノーブル号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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２６日 晴 良 （２３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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１１ ドリームボルケーノ 牡３青鹿５６ 酒井 学セゾンレースホース� 木原 一良 新冠 対馬 正 ５２８－ ４１：５６．３ １２．０�

５７ ヤマニンティグル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅土井 肇氏 橋田 満 新冠 錦岡牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ ３１．３�
７１０ エアギベオン 牡３青鹿５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 追分ファーム ４７４± ０１：５６．５１� ４．２�
１１ ミッキーオーラ 牡３青鹿５６ 武 豊野田みづき氏 池江 泰郎 日高 前川ファーム ４９８－ ８１：５６．６クビ １．６�
８１３ ボストンリョウマ 牡３青鹿５６ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７８＋ ４１：５６．７� ６．２�
２２ ニシノラプター 牡３栗 ５６ 北村 友一西山 茂行氏 高橋 祥泰 むかわ 西山牧場 B４５８－ ２１：５７．３３� １５４．０�
３３ ト リ ノ 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介北山 敏	氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４８２－ ６１：５７．５１� ３０６．６

８１２ マサノエクスプレス 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作古賀 禎彦氏 野村 彰彦 浦河 梅田牧場 ４４４± ０１：５７．６� １０７．８�
６８ エーシンミモザ 牝３鹿 ５４ 幸 英明�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４５４± ０１：５８．３４ ７８．８�
４４ ダンスラナキラ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二橋口 博氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ２６．９
６９ ホーマンレーヴ 牡３黒鹿５６ 吉田 稔久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４５８－ ４１：５８．６１� １０２．１�

（愛知）

４５ エリモトレジャー 牡３鹿 ５６ 東川 公則山本 慎一氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ５００± ０１：５８．７クビ ５５９．６�
（笠松）

５６ エーシンフォチュナ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文�栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４５８－１２２：０１．８大差 １３９．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，８９５，５００円 複勝： ４５，１４６，４００円 枠連： １０，５０４，８００円

普通馬連： ３７，０２７，９００円 馬単： ３５，１４２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５５９，３００円

３連複： ６０，１７６，３００円 ３連単： １１７，２４４，７００円 計： ３４２，６９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３５０円 � １，０１０円 � ２４０円 枠 連（５－７） ３，０００円

普通馬連 �� １１，７５０円 馬 単 �� ２４，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６２０円 �� ５８０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� １３，５７０円 ３ 連 単 ��� １４３，２６０円

票 数

単勝票数 計 １７８９５５ 的中 � １１８０６（４番人気）
複勝票数 計 ４５１４６４ 的中 � ３４５９５（４番人気）� １００２３（６番人気）� ５８５８８（２番人気）
枠連票数 計 １０５０４８ 的中 （５－７） ２５８７（９番人気）
普通馬連票数 計 ３７０２７９ 的中 �� ２３２６（２３番人気）
馬単票数 計 ３５１４２０ 的中 �� １０５６（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５５９３ 的中 �� １７４４（２１番人気）�� ８８１７（６番人気）�� ５１１０（９番人気）
３連複票数 計 ６０１７６３ 的中 ��� ３２７５（３２番人気）
３連単票数 計１１７２４４７ 的中 ��� ６０４（２２８番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１３．７―１３．８―１３．２―１３．１―１３．０―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３７．４―５１．２―１：０４．４―１：１７．５―１：３０．５―１：４３．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームボルケーノ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．２．５ 京都４着

２００８．４．１９生 牡３青鹿 母 カズサフラワー 母母 カズサグリッター ２戦１勝 賞金 ５，９８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンフォチュナ号は，平成２３年３月２６日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回　阪神競馬　第１日



０６００３ ２月２６日 晴 良 （２３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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

１２ � エーシンバサラ 牡３青鹿５６ 川田 将雅�栄進堂 中尾 秀正 米 Cloyce
Clark Jr. ５４８－ ４１：２７．２ ２２．０�

４７ � サトノモンスター 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介里見 治氏 矢作 芳人 米 Masatake
Iida ４７０－ ６１：２７．５１� ７．５�

８１５ メ ロ ー ト 牡３黒鹿５６ 幸 英明小林 茂行氏 湯窪 幸雄 新ひだか 田中 裕之 ４５０－１０１：２７．６� ５．０�
３６ ラプリメーラ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦吉田 勝己氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４５０－ ９１：２７．９１� ９．４�
５１０ スズカセクレターボ 牡３栗 ５６ 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４５２－１０１：２８．１１� ３．３�
２３ ペガサスプリンス 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－ ８１：２８．２クビ ５．０�

６１１ カ ガ タ イ キ 牡３栗 ５６
５３ ▲国分 優作香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ １３．３	

７１４ メイショウヨサク 牡３鹿 ５６ 東川 公則松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ５１４± ０１：２８．６２� ２３６．０

（笠松）

５９ ケンタッキーロード 牡３鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ １５．０�
７１３ ケイエスキセキ 牡３栗 ５６ 北村 友一キヨシサービス� 高橋 成忠 日高 高柳 隆男 ４８２－ ４１：２８．７クビ ９８．７�
１１ リキアイギムレット 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 桜井牧場 ４５０－ ４１：２９．０２ ６２．９
２４ トーセンブリッツ 牡３青 ５６ 和田 竜二島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６４－１２１：２９．１� ８５．２�
４８ フェスタワールド 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４４０－ ６ 〃 クビ ２８３．４�
３５ レッドハート 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６０－ ２１：２９．２� １３．３�
８１６ マイネルホークアイ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 日高 広中 稔 ５３２＋ ２１：３０．３７ ６０１．６�
６１２ ハナサクテーラー 牝３芦 ５４ 小坂 忠士中西 浩一氏 佐山 優 新ひだか 西村 和夫 ４７２－ ６１：３０．７２� ２０６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１０７，１００円 複勝： ３３，３２３，４００円 枠連： １２，７５８，１００円

普通馬連： ４１，８５２，２００円 馬単： ２６，２１７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１７５，３００円

３連複： ６４，５７９，６００円 ３連単： ８６，８８０，６００円 計： ３０３，８９４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２００円 複 勝 � ６１０円 � ２００円 � ２００円 枠 連（１－４） ５，１２０円

普通馬連 �� ５，１７０円 馬 単 �� １１，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ２，２８０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ９，６７０円 ３ 連 単 ��� １０９，８００円

票 数

単勝票数 計 １６１０７１ 的中 � ５７８９（９番人気）
複勝票数 計 ３３３２３４ 的中 � １１２４２（９番人気）� ５１３２８（２番人気）� ４８７１２（４番人気）
枠連票数 計 １２７５８１ 的中 （１－４） １８３９（１９番人気）
普通馬連票数 計 ４１８５２２ 的中 �� ５９７９（２４番人気）
馬単票数 計 ２６２１７８ 的中 �� １７４０（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１７５３ 的中 �� ３５１２（２４番人気）�� ２３４２（３２番人気）�� ６２０８（９番人気）
３連複票数 計 ６４５７９６ 的中 ��� ４９３２（３９番人気）
３連単票数 計 ８６８８０６ 的中 ��� ５８４（３８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３６．１―４９．１―１：０２．１―１：１４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンバサラ �
�
父 Silver Train �

�
母父 Dehere デビュー ２０１１．２．１３ 京都５着

２００８．２．２２生 牡３青鹿 母 Annacious 母母 Bold Lady Anne ２戦１勝 賞金 ５，６５０，０００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。
（非当選馬） １頭 エーシンリボルバー号
※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。

０６００４ ２月２６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

５８ � マルイチシンゲキ 牡６鹿 ６０ 小坂 忠士小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 中山牧場 ４９０± ０３：２１．４ ９．９�

７１１ バトルブリンディス 牡６青鹿６０ 熊沢 重文宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４６８＋ ２ 〃 アタマ ６．８�
４５ ヒカリアライブ 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志當山 �則氏 須貝 彦三 日高 中川牧場 ４２６－１０３：２１．６１� ８．２�
６９ オープンセサミ 牡８鹿 ６０ 中村 将之松岡 隆雄氏 崎山 博樹 早来 ノーザンファーム ５０８－ ４３：２２．１３ ２．１�
３３ � ジェンティリティー �６栗 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４０＋ ２３：２２．２クビ ４．６�
８１４ エ ル ア ル ト 牡４青鹿５９ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ５１８± ０３：２３．８１０ ７６．２�
３４ � ベートーヴェン 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠中島 稔氏 吉岡 八郎 浦河 冨岡牧場 ５０４－ ２３：２４．０１� １３．２	
２２ � ヨイチラブソング 牡５青鹿６０ 北沢 伸也加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 高村牧場 ４８６± ０３：２５．９大差 ８４．４

１１ � ユメユメユメ 牡４鹿 ５９ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 愛 Airlie Stud ４９０－１８ 〃 ハナ ３３．０�
６１０ アラタマポケット 牡５鹿 ６０ 難波 剛健荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７２－ ４３：２６．０� １４０．６
８１３ パリスドール 牝４鹿 ５７ 植野 貴也釘田 秀一氏 川村 禎彦 鹿児島 釘田フアーム ４７２＋３４３：２８．２大差 ８０．７�
４６ メイショウマレンゴ �５青鹿６０ 西谷 誠松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 ４８２＋ ２３：２９．１５ ２９．８�
７１２ キングオブロマネ �７黒鹿６０ 南井 大志嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ５０６－ ８３：２９．５２� １４５．１�
５７ プロスペクタス 牝４鹿 ５７ 今村 康成井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４５０＋ ６３：３１．４大差 ２１１．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，５４１，４００円 複勝： １７，０７２，６００円 枠連： １０，９０６，７００円

普通馬連： ２８，２７６，７００円 馬単： ２２，３５８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５６２，１００円

３連複： ４６，２４７，２００円 ３連単： ７３，０１５，９００円 計： ２２６，９８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２８０円 � ２６０円 � ２２０円 枠 連（５－７） ２，９１０円

普通馬連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ６，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ８５０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ６，６６０円 ３ 連 単 ��� ４６，１４０円

票 数

単勝票数 計 １４５４１４ 的中 � １１６００（５番人気）
複勝票数 計 １７０７２６ 的中 � １５６７３（５番人気）� １７０６２（４番人気）� ２２２４６（３番人気）
枠連票数 計 １０９０６７ 的中 （５－７） ２７７０（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２８２７６７ 的中 �� ６７１８（１２番人気）
馬単票数 計 ２２３５８６ 的中 �� ２６３７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５６２１ 的中 �� ３１３３（１２番人気）�� ４２７５（９番人気）�� ３９５３（１０番人気）
３連複票数 計 ４６２４７２ 的中 ��� ５１２９（２１番人気）
３連単票数 計 ７３０１５９ 的中 ��� １１６８（１２８番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５１．７－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マルイチシンゲキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 カ ー ネ ギ ー

２００５．５．９生 牡６鹿 母 カズノマーベラス 母母 ミスマーベラス 障害：３戦１勝 賞金 ８，４００，０００円
初出走 JRA



０６００５ ２月２６日 晴 良 （２３阪神１）第１日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１５ サトノティアラ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：１４．４ ８．８�

１１ ウォーターリッパー 牝３鹿 ５４ 幸 英明山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４９０ ―１：１４．７１� ２０．６�
７１３� タツフラッシュ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock ４８０ ―１：１４．８� ３．３�
６１２ トーアシシイ 牝３栗 ５４ 松岡 正海高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４９８ ―１：１４．９� ６４．１�
３５ イフポッシブル 牝３黒鹿５４ 武 豊�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４２０ ―１：１５．５３� １２．５�
４７ アルモドヴァール 牡３栗 ５６ U．リスポリ H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４ ―１：１５．７１	 ２．５	
（伊）

７１４ ネオファッショ 牡３鹿 ５６ 石橋 守西浦 和男氏 目野 哲也 新冠 隆栄牧場 ４６４ ―１：１６．２３ １２６．６

２４ アサケマックス 牡３栗 ５６ 熊沢 重文大橋 堯氏 大橋 勇樹 浦河 荻伏三好フ

アーム ４１６ ― 〃 アタマ ２５．２�
４８ リアリーサムシング 牡３栗 ５６

５５ ☆国分 恭介吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４６２ ―１：１６．３� ５．７�
５９ ル ッ ケ リ 牝３栗 ５４ 浜中 俊名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５００ ―１：１６．７２� ９５．７
１２ メイショウポピー 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４１２ ―１：１７．２３ １１０．９�
３６ ツイテルシャチョウ 牝３栗 ５４ 和田 竜二池田 實氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム ４４４ ―１：１７．４１ ８７．４�
６１１ キ ト ピ ロ 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 田島 良保 青森 青南ムラカミ

ファーム ５１２ ― 〃 クビ １１７．０�
５１０ シゲルヒショ 牡３青鹿５６ 酒井 学森中 蕃氏 西園 正都 様似 猿倉牧場 ４７６ ―１：１８．１４ １０５．８�
２３ ジンライムシュガー 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎飯田総一郎氏 本間 忍 日高 千葉飯田牧場 ４２４ ―１：１８．４１� ８０．９�

（１５頭）
８１６ スズカルンバ 牡３鹿 ５６ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 ４６０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １５，７２１，０００円 複勝： ２３，８５１，５００円 枠連： １４，０１３，７００円

普通馬連： ３３，４３２，６００円 馬単： ２４，９９８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９９９，７００円

３連複： ４４，８３３，９００円 ３連単： ７０，８５７，６００円 計： ２４２，７０８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２４０円 � ４７０円 � １５０円 枠 連（１－８） ４，８９０円

普通馬連 �� ５，７２０円 馬 単 �� １０，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８５０円 �� ４８０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ６，１２０円 ３ 連 単 ��� ５４，７００円

票 数

単勝票数 差引計 １５７２１０（返還計 １９１４） 的中 � １４１１１（４番人気）
複勝票数 差引計 ２３８５１５（返還計 ３３３２） 的中 � ２４８８４（４番人気）� １０１４５（７番人気）� ５７３８４（２番人気）
枠連票数 差引計 １４０１３７（返還計 ５６５） 的中 （１－８） ２１１８（１５番人気）
普通馬連票数 差引計 ３３４３２６（返還計 １３３２４） 的中 �� ４３１６（１７番人気）
馬単票数 差引計 ２４９９８８（返還計 ９５４４） 的中 �� １７２５（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １４９９９７（返還計 ７４０５） 的中 �� １９０２（１８番人気）�� ８３２５（５番人気）�� ２９０６（１４番人気）
３連複票数 差引計 ４４８３３９（返還計 ３２２９８） 的中 ��� ５４０８（２０番人気）
３連単票数 差引計 ７０８５７６（返還計 ５０５０９） 的中 ��� ９５６（１５１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．０―１２．２―１２．３―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．２―３６．２―４８．４―１：００．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノティアラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Fairy King 初出走

２００８．３．２７生 牝３鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔競走除外〕 スズカルンバ号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※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 ウインミネルヴァ号・キクノキアラ号・シャインカーラ号・タールタン号・リュミエールゲラン号・ロングアイリス号
※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。

０６００６ ２月２６日 晴 良 （２３阪神１）第１日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，５００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 ９８０，０００円 ６５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．１
１：５６．４

良

良

３６ パッションダンス 牡３鹿 ５６ U．リスポリ 金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８８ ―２：０４．３ ２．７�

（伊）

１２ マーベラスバロン 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 酒井 亨 ４７８ ―２：０４．５１� ２３１．６�
２３ コマノアクラ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４３６ ―２：０４．６クビ ５３．０�
８１６ ストリートマジック 牡３鹿 ５６ 福永 祐一幅田 京子氏 藤原 英昭 浦河 バンダム牧場 ４３０ ― 〃 クビ ４．４�
４７ アドマイヤカヤージ �３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４８４ ―２：０４．８１ ３．５�
５１０ ウインラグセイル 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�ウイン 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６ ―２：０５．２２� １７．１�
２４ ハイデルベーレ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４４ ―２：０５．３� １１．７	
３５ ラシアンウッズ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４７４ ―２：０５．５１� ２４．１

１１ ニホンピロフィード 牡３鹿 ５６ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 日高 佐々木 直孝 ４２０ ―２：０５．８１	 １６６．５�
７１３ シルバーブリオン 牡３栗 ５６ M．デムーロ �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５１８ ―２：０７．６大差 １８．０

（伊）

７１４ オ ペ ラ ヒ メ 牝３黒鹿５４ 武 豊廣嶋 誠二氏 須貝 尚介 新ひだか 漆原 一也 ４６６ ―２：０７．７� ８１．８�
６１２ カンシャシテル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二小田切有一氏 田中 章博 浦河 富田牧場 ５１４ ―２：０７．９１� １７３．８�
５９ スナークブラッド 牡３栗 ５６ 秋山真一郎杉本仙次郎氏 野村 彰彦 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４６８ ― 〃 ハナ ２１７．０�
６１１ マリアンデール 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二吉田 勝己氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４９６ ―２：０８．８５ ２０．８�
８１５ ビップケセラセラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 伏木田牧場 ４５４ ―２：０９．１２ ５６．５�
４８ スズカルビコン 牡３栗 ５６ 小林 徹弥永井 啓弍氏 藤岡 範士 様似 様似共栄牧場 ４５４ ―２：０９．３１� １１８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，７１８，０００円 複勝： ２５，１５４，５００円 枠連： １３，２０９，７００円

普通馬連： ３８，９０５，５００円 馬単： ２９，４７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１２０，３００円

３連複： ５２，０４８，４００円 ３連単： ８３，３６９，２００円 計： ２７８，９９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � ５，１００円 � １，２７０円 枠 連（１－３） ９，５３０円

普通馬連 �� ３４，６８０円 馬 単 �� ４９，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，０４０円 �� ２，７００円 �� ３３，６８０円

３ 連 複 ��� ２５１，０６０円 ３ 連 単 ��� １，５００，６５０円

票 数

単勝票数 計 １８７１８０ 的中 � ５５９８３（１番人気）
複勝票数 計 ２５１５４５ 的中 � ５８７６３（１番人気）� １００３（１６番人気）� ４２２９（１０番人気）
枠連票数 計 １３２０９７ 的中 （１－３） １０２４（２４番人気）
普通馬連票数 計 ３８９０５５ 的中 �� ８２８（５４番人気）
馬単票数 計 ２９４７２６ 的中 �� ４４０（８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１２０３ 的中 �� ４４２（６１番人気）�� １６８０（２５番人気）�� １３１（９７番人気）
３連複票数 計 ５２０４８４ 的中 ��� １５３（２５４番人気）
３連単票数 計 ８３３６９２ 的中 ��� ４１（１４１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．４―３７．９―５１．４―１：０４．５―１：１７．２―１：２８．８―１：４０．２―１：５２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．５
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

パッションダンス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００８．４．９生 牡３鹿 母 キッスパシオン 母母 レツツキツス １戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※ハイデルベーレ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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２６日 晴 良 （２３阪神１）第１日 第７競走 ��
��１，２００�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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

３５ アポロフィオリーナ 牝３鹿 ５４ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 ４５０－ ８１：０９．７ ６．４�

１１ エーティーガンダム 牡３栗 ５６ 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 ４６０－ ２１：１０．１２� １６．８�
８１６ ジョーアラマート 牝３鹿 ５４ 北村 友一上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 ４６０＋ ４１：１０．２� ８．４�
３６ トツゼンノハピネス 牝３栗 ５４ 浜中 俊小田切 光氏 音無 秀孝 日高 天羽牧場 ４２０－ ６１：１０．３� ３．１�
４７ マスターグレイマン 牡３芦 ５６ 和田 竜二村山 卓也氏 山内 研二 浦河 小島牧場 ４５４＋ ６ 〃 クビ ３１．８�
６１１ コットンフィールド 牡３芦 ５６ 秋山真一郎 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４２－ ８１：１０．４クビ １５３．８�
５１０ エランドール 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４２８－ ２ 〃 ハナ ２２．８	
２４ サカジロキング 牡３鹿 ５６ 松岡 正海ロイヤルパーク 野元 昭 浦河 目名太山口

牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ３４．３

５９ サーストンサブリナ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４４６－１０１：１０．５クビ ４．８�
４８ � エーシンカリオーン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�栄進堂 野元 昭 浦河 高村牧場 ４５０－ ８１：１０．６� １２８．７
６１２ アスターウィング 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４３２－ ２１：１０．７� ６３．８�
２３ ノブヴィクトリー 牝３鹿 ５４ 高田 潤前田 亘輝氏 小崎 憲 新ひだか 岡田スタツド ４１４－ ６ 〃 ハナ ３２４．６�
８１５	 ゼニスパワー 牡３栗 ５６ 吉田 稔中西 功氏 角田 輝也 新冠 村上 欽哉 ４４８－ ９１：１０．８� ３５３．０�

（愛知） （愛知）

１２ エヴァンブルー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４７２± ０１：１１．０１
 ５．２�

７１４	 ナガラローマン 牝３鹿 ５４ 東川 公則柴田多加司氏 後藤 保 浦河トラストスリーファーム ４２４－ ２１：１１．５３ ２６６．４�
（笠松） （笠松）

７１３� ウエストハーバー 牡３栗 ５６ U．リスポリ加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook
Farm ５１０＋ ６１：１１．６� １８．７�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４３８，４００円 複勝： ３５，５８４，９００円 枠連： １７，６６６，６００円

普通馬連： ４９，９１６，１００円 馬単： ３２，４８９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１９３，３００円

３連複： ７０，６４７，９００円 ３連単： １０８，２０８，２００円 計： ３５７，１４５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � ３４０円 � ２４０円 枠 連（１－３） ４６０円

普通馬連 �� ３，４９０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 �� １，０１０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� １０，０４０円 ３ 連 単 ��� ５９，６９０円

票 数

単勝票数 計 １９４３８４ 的中 � ２４２９６（４番人気）
複勝票数 計 ３５５８４９ 的中 � ４９１４８（３番人気）� ２４６４３（６番人気）� ３９８５３（５番人気）
枠連票数 計 １７６６６６ 的中 （１－３） ２８４４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９９１６１ 的中 �� １０５６４（１６番人気）
馬単票数 計 ３２４８９８ 的中 �� ３５４４（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１９３３ 的中 �� ４８７１（１５番人気）�� ５７６４（１２番人気）�� ３８４４（１７番人気）
３連複票数 計 ７０６４７９ 的中 ��� ５１９８（３６番人気）
３連単票数 計１０８２０８２ 的中 ��� １３３８（２０７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．６―１１．４―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．０―４６．４―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．７
３ ２，５（１，１０）６（８，１２，１３）（７，９）（１６，１５）（３，１１）４－１４ ４ ・（２，５）（１，１０）（６，１３）（７，１２，１５）８（９，１６）４，３，１１－１４

勝馬の
紹 介

アポロフィオリーナ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１０．１１．１３ 福島２着

２００８．４．８生 牝３鹿 母 ベ ル ビ オ ラ 母母 フリーウィル ４戦２勝 賞金 １６，８００，０００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。

０６００８ ２月２６日 晴 良 （２３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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６１２ スズカイルマン 牡４栗 ５７ 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ５０２＋ ４１：２５．８ ７．１�

２４ シゲルケンシン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海森中 蕃氏 沖 芳夫 浦河 中村 雅明 ４７６－ ８ 〃 クビ ５．５�
３５ マジックアロー 牡５鹿 ５７ M．デムーロ�杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４６２－ ２１：２５．９� ２．８�

（伊）

６１１ ヴィクトリーマーチ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠吉田 正志氏 大久保龍志 安平 追分ファーム ４４６＋ ４１：２６．１１� ３．７�
８１５ エルチョコレート 牡５黒鹿５７ 小坂 忠士三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ １０４．１�
１２ 	 マ シ ュ ー 牡５栗 ５７

５４ ▲国分 優作小林 薫氏 清水 英克 浦河 林 孝輝 ４６４－ ２１：２６．３１� ３０．３�
１１ アイファーハイカラ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４５６－１４１：２６．４
 ６４．４	
５９ � アポロノサムライ 牡４栗 ５７ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs.

John Kerber B５０６＋ ２ 〃 ハナ １５．３

４７ � ミラノムーン 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三山口 義道氏 松永 幹夫 独 Frau U. Tim-

mermann ４７０－ ４１：２６．５クビ ４０．０�
８１６ ウルスラグナ 牡５栗 ５７ 吉田 稔 �サンデーレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント ４７０－１６１：２６．６
 ７５．１�

（愛知）

７１４ トーコーブロンコ 牡４青鹿５７ 幸 英明森田 藤治氏 湯窪 幸雄 むかわ 市川牧場 ４８０－ ８１：２６．７
 ３３２．５
２３ チャームドライフ 牡４黒鹿５７ 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 ４７２＋ ６１：２６．９１
 ２１３．８�
７１３	 メイショウヤグラ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 秋場牧場 ４８８－ ８１：２７．２１� １６．５�
５１０ ディアアゲイン 牡６栗 ５７ 和田 竜二村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４６２＋ ４１：２７．４１ ５５．７�
４８ 	 ウインガルーダ 牡４鹿 ５７ 東川 公則�ウイン 西浦 勝一 日高 長田ファーム ４９２＋ ２１：３０．０大差 １１９．４�

（笠松）

３６ グランデワイルド 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６＋ ２１：３１．４９ ２１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２６３，３００円 複勝： ３１，３７７，６００円 枠連： １７，８７４，７００円

普通馬連： ５４，４６９，４００円 馬単： ３４，５６８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８１３，１００円

３連複： ７６，６１１，５００円 ３連単： １２０，４５９，９００円 計： ３８０，４３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（２－６） ６６０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３９０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ９，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２１２６３３ 的中 � ２３７２０（４番人気）
複勝票数 計 ３１３７７６ 的中 � ３７０９３（４番人気）� ５９９４１（２番人気）� ６４６７５（１番人気）
枠連票数 計 １７８７４７ 的中 （２－６） ２００８８（３番人気）
普通馬連票数 計 ５４４６９４ 的中 �� ２９８９３（５番人気）
馬単票数 計 ３４５６８２ 的中 �� ９０８０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８１３１ 的中 �� １２２１２（５番人気）�� １５０９６（３番人気）�� １９２８８（１番人気）
３連複票数 計 ７６６１１５ 的中 ��� ４５８２３（２番人気）
３連単票数 計１２０４５９９ 的中 ��� ９５３０（１６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．４―１２．３―１２．７―１２．８―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．７―３４．１―４６．４―５９．１―１：１１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．７―３F３９．４
３ ・（６，８）１２（３，１０）（１１，１３）（９，１５）－２－（１，４）１４－（７，１６）５ ４ ８（６，１２）（３，１０）（９，１１）（１５，１３）２（１，４）（７，１４）（１６，５）

勝馬の
紹 介

スズカイルマン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００９．８．１５ 札幌２着

２００７．４．６生 牡４栗 母 イエローブルーム 母母 グランドリーム ８戦２勝 賞金 １８，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランデワイルド号は，平成２３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 メイショウレックス号
※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。



０６００９ ２月２６日 晴 良 （２３阪神１）第１日 第９競走 ��
��１，６００�

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，２２．２．２７以降２３．２．２０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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

４４ マックスドリーム 牡４青鹿５５ M．デムーロ山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ５３６－ ２１：３４．７ ２．０�
（伊）

８１２ ガ ン ダ ー ラ 牡５栗 ５７ 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８０＋ ２１：３５．０１� １１．０�
１１ � エスジーストリーム 牡６青鹿５４ 小林 徹弥窪田 滋氏 藤岡 範士 米

Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

４９４＋ ６ 〃 クビ ５４．６�
６９ テーブルスピーチ 牝４栗 ５３ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ １１．１�
７１１ マイネルマルシェ 牡４黒鹿５５ U．リスポリ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４４６± ０１：３５．１� ９．５�
（伊）

６８ テーオーティアラ 牝５鹿 ５２ 松岡 正海小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ８１：３５．２クビ ２２．８�
５７ ドリームカトラス 牡４鹿 ５４ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ ７．４	
２２ 	 ウイニングドラゴン 牡５黒鹿５２ 国分 恭介奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４４６＋ ４１：３５．３クビ １６０．３

５６ キクカラヴリイ 牝７鹿 ５１ 酒井 学飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４４２－ ４ 〃 アタマ ２３１．１�
３３ アンプレシオネ 牝６芦 ５３ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル B４５０－ ４１：３５．４クビ ５．３�
４５ フォレストルーラー 牡５鹿 ５３ 渡辺 薫彦 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政見 浦河 日進牧場 ４８２－ ２１：３５．５� ２０４．３
７１０ ラムタムタガー 牡５黒鹿５３ 浜中 俊 �社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム ４９６－ ２１：３５．８１� ３９．４�
８１３ ファビラスボーイ 牡６芦 ５６ 藤田 伸二中村 昭博氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５３８＋２４１：３６．３３ ２４．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，２７６，１００円 複勝： ４４，４３０，９００円 枠連： ２０，２２７，８００円

普通馬連： ９２，２３５，０００円 馬単： ５８，２７４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，１５５，６００円

３連複： １１１，８９３，９００円 ３連単： ２１６，７８５，２００円 計： ６１１，２７８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � ６３０円 枠 連（４－８） ７３０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，５７０円 �� ３，７４０円

３ 連 複 ��� １２，０２０円 ３ 連 単 ��� ３７，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３２２７６１ 的中 � １２９５０４（１番人気）
複勝票数 計 ４４４３０９ 的中 � １３１６３７（１番人気）� ４０８１１（５番人気）� １２９８０（８番人気）
枠連票数 計 ２０２２７８ 的中 （４－８） ２０５６６（３番人気）
普通馬連票数 計 ９２２３５０ 的中 �� ７４５７２（３番人気）
馬単票数 計 ５８２７４０ 的中 �� ３５６７０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５１５５６ 的中 �� ２３２３７（４番人気）�� ５２９５（２０番人気）�� ２１５６（３９番人気）
３連複票数 計１１１８９３９ 的中 ��� ６８７４（４２番人気）
３連単票数 計２１６７８５２ 的中 ��� ４２２１（１２７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．３―１２．２―１１．９―１１．３―１０．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．５―４８．７―１：００．６―１：１１．９―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．１
３ ・（３，１１）（８，１２，１０，１３）７，９，２，５（１，６）４ ４ ３（１１，１３）１２（８，１０）（７，４）（２，９）（１，５，６）

勝馬の
紹 介

マックスドリーム �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．２．７ 京都５着

２００７．５．２４生 牡４青鹿 母 ドリーミングレイナ 母母 エ ル レ イ ナ １４戦３勝 賞金 ４５，２９８，０００円
※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２６日 晴 良 （２３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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

２：２４．２
２：２２．１

良

良

２３ ブラストダッシュ 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７６＋ ２２：２５．４ ９．５�

２２ エクセルサス 牡４栃栗５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ６ 〃 クビ ２１．４�
６１１ ロイヤルネックレス 牝５青 ５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８４－ ８２：２５．５� ５．５�

（伊）

３５ マイネルゴルト 牡４黒鹿５６ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４５０－１０２：２５．８２ ５．２�

１１ ピエナグッドラック 牡７鹿 ５７ 酒井 学本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７６－ ４２：２６．０１� ２１４．６�
５８ エ ジ ソ ン 牡５栗 ５７ 藤田 伸二重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５２４－ ４ 〃 ハナ ５１．７	
８１４ シースナイプ 牝４鹿 ５４ 北村 友一松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４３６－１２２：２６．１� ４．６

７１２ ニュービギニング 牡７鹿 ５７ 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４２：２６．５２� ３６．２�
３４ コスモエンペラー 牡４栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 ５１６－ ２２：２６．８１� １３．４�
６１０ メイショウドンタク 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 ５０６＋ ４２：２６．９クビ ４３．０
７１３ ラ タ ー シ ュ 牡５栗 ５７ U．リスポリ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２２± ０ 〃 クビ ５７．７�

（伊）

４７ ドリームノクターン 牡６鹿 ５７ 柴田 大知セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５０４－ ２２：２７．２２ ２６．８�
８１５ トレイルブレイザー 牡４鹿 ５６ 和田 竜二前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４＋ ４２：２７．６２� ８．６�
４６ タガノヴァレオ 	６黒鹿５７ 国分 恭介八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５２６＋ ２２：２８．８７ ２７１．７�
５９ キクカタキシード 牡４栗 ５６ 幸 英明飯島 和吉氏 清水 出美 浦河 高松牧場 ４８４－ ４ （競走中止） ５．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，５７２，０００円 複勝： ６７，９４９，２００円 枠連： ３１，７３３，８００円

普通馬連： １３４，８１８，７００円 馬単： ６９，５２２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，６７８，３００円

３連複： １７３，０３５，６００円 ３連単： ２８３，２７１，１００円 計： ８４６，５８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３００円 � ６１０円 � ２３０円 枠 連（２－２） ６，９５０円

普通馬連 �� ７，５９０円 馬 単 �� １３，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２４０円 �� １，０００円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� １６，２００円 ３ 連 単 ��� １２０，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３６５７２０ 的中 � ３０３９２（６番人気）
複勝票数 計 ６７９４９２ 的中 � ６１３６４（５番人気）� ２５２７７（９番人気）� ８８８７２（４番人気）
枠連票数 計 ３１７３３８ 的中 （２－２） ３３７１（２３番人気）
普通馬連票数 計１３４８１８７ 的中 �� １３１１５（３０番人気）
馬単票数 計 ６９５２２０ 的中 �� ３９０７（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９６７８３ 的中 �� ５３９４（２７番人気）�� １２６８０（１３番人気）�� ５２５５（２９番人気）
３連複票数 計１７３０３５６ 的中 ��� ７８８５（５６番人気）
３連単票数 計２８３２７１１ 的中 ��� １７３８（３７９番人気）

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

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―２３．７―３６．２―４８．６―１：００．７―１：１２．５―１：２４．６―１：３６．６―１：４８．７―２：００．４―２：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．７
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブラストダッシュ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００８．２．１０ 京都２着

２００５．３．３１生 牡６鹿 母 カ ル メ ン 母母 ド ミ ン ガ １７戦５勝 賞金 ９３，２７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔競走中止〕 キクカタキシード号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症し，決勝線手前で騎手が落馬したため競走中止。
※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２６日 晴 良 （２３阪神１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第２０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 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１２ ノーザンリバー 牡３鹿 ５６ 武 豊林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４６２－１２１：３４．２ ８．０�

３３ � キョウエイバサラ 牡３芦 ５６ 福永 祐一田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave
Bloodstock ５０６－ ４１：３４．３	 １６９．０�

２２ テイエムオオタカ 牡３鹿 ５６ 幸 英明竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４６８－１０１：３４．４	 ８．１�
６９ ラトルスネーク 牡３黒鹿５６ U．リスポリ吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 ４７６－１０１：３４．５
 ６．４�

（伊）

１１ スマートロビン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ５２０± ０１：３４．６クビ ４．９�
４４ カルドブレッサ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７２－１０１：３４．７
 １７．３�
５６ � ノーブルジュエリー 牝３黒鹿５４ M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm ４７４－ ８１：３４．９１
 ２．３	

（伊）

５７ ビップセレブアイ 牡３青鹿５６ 浜中 俊鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７０－ ４１：３５．０
 ３４．３

７１１ トキノエクセレント 牡３黒鹿５６ 吉田 稔田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４４４－ ４１：３５．１クビ ２２２．３�

（愛知）

６８ マジカルポケット 牡３鹿 ５７ 松岡 正海�原源一郎氏 領家 政蔵 日高 森永牧場 ４７６＋ ２１：３５．４２ １１．４
４５ アマノレインジャー 牡３栗 ５６ 国分 恭介中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４８６＋ ８ 〃 クビ １３７．９�
７１０ ゲティスバーグ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大橋 勇樹 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５４－ ４１：３５．６１� ２１６．０�
８１３ ロードハリアー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４７０－ ２１：３５．８１
 ７２．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０２，５６３，７００円 複勝： １５２，２８５，６００円 枠連： ６１，８７２，３００円

普通馬連： ３９３，８２０，１００円 馬単： ２１６，８４７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １２１，６９０，８００円

３連複： ５０３，７５２，８００円 ３連単： １，０８５，１６２，５００円 計： ２，６３７，９９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２９０円 � ２，６２０円 � ２７０円 枠 連（３－８） １３，６１０円

普通馬連 �� ４１，４４０円 馬 単 �� ６５，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，０２０円 �� ８９０円 �� ６，５５０円

３ 連 複 ��� ６５，５５０円 ３ 連 単 ��� ５７４，５００円

票 数

単勝票数 計１０２５６３７ 的中 � １０１４９８（４番人気）
複勝票数 計１５２２８５６ 的中 � １４８４２６（５番人気）� １２５１５（１１番人気）� １７０９４３（４番人気）
枠連票数 計 ６１８７２３ 的中 （３－８） ３３５６（２３番人気）
普通馬連票数 計３９３８２０１ 的中 �� ７０１４（４６番人気）
馬単票数 計２１６８４７２ 的中 �� ２４３３（８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２１６９０８ 的中 �� ３６３６（４４番人気）�� ３５７４９（１１番人気）�� ４４５９（３９番人気）
３連複票数 計５０３７５２８ 的中 ��� ５６７２（１０７番人気）
３連単票数 計１０８５１６２５ 的中 ��� １３９４（６８３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．０―１１．９―１１．８―１１．５―１１．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．４―４７．３―５９．１―１：１０．６―１：２１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーザンリバー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１０．９．１１ 札幌２着

２００８．４．１２生 牡３鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady ５戦３勝 賞金 ５５，５９０，０００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。

０６０１２ ２月２６日 晴 良 （２３阪神１）第１日 第１２競走 ��
��１，８００�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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５９ キ ョ ウ ジ 牡４黒鹿５６ 安藤 勝己小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 ４２０－ ２１：５３．８ ６．０�

１１ ユジェニックブルー 牡４黒鹿 ５６
５３ ▲国分 優作 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５２２－ ２１：５４．０１� ４．５�

７１３ ソルモンターレ 牡５鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４５６－ ４１：５４．１� １９．０�
２４ ファイブスター 牝６芦 ５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５８± ０ 〃 クビ １７．２�

（伊）

４８ フェイドレスシーン 牝６栗 ５５ 吉田 稔 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２＋ ２１：５４．２クビ ２５．３�

（愛知）

２３ テイエムゲンキボ 牡７黒鹿 ５７
５６ ☆国分 恭介竹園 正繼氏 木原 一良 静内 岡田 猛 ５１４－ ２ 〃 クビ １８３．７	

５１０ ヒミノプリンセス 牝６黒鹿５５ 幸 英明佐々木八郎氏 境 直行 三石 前川 正美 ５４２＋ ４１：５４．３クビ １３９．０

６１１ ダノントレビアン 牡４黒鹿５６ 武 豊�ダノックス 松永 幹夫 日高 いとう牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ ３．０�
４７ 	 エーシンサンスター 牡６黒鹿５７ 藤岡 佑介�栄進堂 松元 茂樹 米

Robert E. Court-
ney, Jr. & Jaime S.
Carrion, Trustee

４７０－ ２１：５４．４クビ １９．１�
３６ ゴッドエンブレム 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４８４－ ４１：５４．５
 ３．８
８１６ ヒカリアスティル 牡５鹿 ５７ 北村 友一當山 �則氏 谷 潔 伊達 高橋農場 ５１６＋１４ 〃 クビ ３９．８�
３５ シークレバー 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８０± ０１：５４．８１� １３４．２�
７１４ チャーミーハヅキ 牝４芦 ５４ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４４８－１２ 〃 ハナ ４２７．５�
８１５ エスジーセブンティ 牝５黒鹿５５ 小林 徹弥窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４４８± ０ 〃 ハナ ３４２．８�
１２ ベルモントゴラッソ 牡６鹿 ５７ 渡辺 薫彦 �ベルモントファーム 河内 洋 新冠 ベルモント

ファーム ５２２＋ ２１：５５．０１� ３７４．７�
６１２ ホワイトショウフク 牡６芦 ５７ 川田 将雅山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４６４－ ２１：５６．３８ ５９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，３２１，０００円 複勝： ５４，１５２，５００円 枠連： ２７，２７５，６００円

普通馬連： １１３，７１４，４００円 馬単： ６７，０５２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，１５４，３００円

３連複： １５１，１５３，７００円 ３連単： ２７６，２９６，０００円 計： ７７２，１２０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � ４００円 枠 連（１－５） １，１４０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １，６５０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ６，８２０円 ３ 連 単 ��� ３３，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３７３２１０ 的中 � ４９０４３（４番人気）
複勝票数 計 ５４１５２５ 的中 � ７５１３６（４番人気）� ９３４２８（２番人気）� ２９４９６（７番人気）
枠連票数 計 ２７２７５６ 的中 （１－５） １７８０７（５番人気）
普通馬連票数 計１１３７１４４ 的中 �� ７２１３９（５番人気）
馬単票数 計 ６７０５２７ 的中 �� １９８８２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５１５４３ 的中 �� ２４９８３（６番人気）�� ６４３２（２２番人気）�� ９１２４（１３番人気）
３連複票数 計１５１１５３７ 的中 ��� １６３６４（２６番人気）
３連単票数 計２７６２９６０ 的中 ��� ６１１７（１０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３７．２―５０．１―１：０２．８―１：１５．６―１：２８．５―１：４１．０

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

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

キ ョ ウ ジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１．３１ 京都４着

２００７．５．３１生 牡４黒鹿 母 ワ ナ 母母 メ ロ ン パ ン １１戦３勝 賞金 ３１，７００，０００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。



（２３阪神１）第１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 １７５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

２５０，７６０，０００円
６，３９０，０００円
２０，２６０，０００円
１，６５０，０００円
２３，７００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，３０５，５００円
５，４４５，８００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
３４４，７４８，０００円
５５９，６０２，３００円
２４９，７８９，１００円
１，０５３，６１６，２００円
６４６，１２９，５００円
４０６，１４９，３００円
１，４１１，１３３，８００円
２，６２４，２９９，９００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 ７，２９５，４６８，１００円

総入場人員 １６，６４１名 （有料入場人員 １５，８２４名）


