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07013 2月26日 晴 稍重 （29阪神1）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

67 ミスレジェンド 牝3黒鹿54 浜中 俊 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 61：54．3 6．6�
44 フィアマロッサ 牝3栗 54 松若 風馬 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 41：54．83 1．6�
78 ピンクスター 牝3鹿 54 武 幸四郎チームユッキレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 ハナ 11．7�
22 クリノエカテリーナ 牝3鹿 54

53 ☆義 英真栗本 博晴氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム 438－ 41：55．86 212．9�
33 ニホンピロハニー 牝3栗 54 幸 英明小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 460－ 41：56．33 31．3�
55 ボストンアプリコ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗�宮内牧場 岩元 市三 安平 吉田牧場 428± 01：57．36 124．3	
811 ワ タ ガ シ 牝3黒鹿54 国分 恭介三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 大道牧場 432－ 21：57．4� 78．8

810 ミエノブルーハワイ 牝3鹿 54 川島 信二里見美惠子氏 村山 明 千歳 社台ファーム 456＋ 21：57．93 120．1�
79 ローゼンハイン 牝3鹿 54 川田 将雅子安 裕樹氏 梅田 智之 平取 清水牧場 518－101：58．11� 6．4�
66 マイラビング 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人薪浦 亨氏 西橋 豊治 日高 下川 茂広 448－ 61：58．73� 278．5
11 エンゲージスマイル 牝3鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース北出 成人 千歳 社台ファーム 438－ 42：02．0大差 5．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，270，800円 複勝： 40，690，800円 枠連： 15，733，800円
馬連： 43，972，500円 馬単： 28，966，000円 ワイド： 26，962，000円
3連複： 60，405，100円 3連単： 121，572，100円 計： 366，573，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 150円 � 110円 � 250円 枠 連（4－6） 380円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 200円 �� 580円 �� 350円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 6，190円

票 数

単勝票数 計 282708 的中 � 34226（4番人気）
複勝票数 計 406908 的中 � 51033（3番人気）� 197782（1番人気）� 21279（5番人気）
枠連票数 計 157338 的中 （4－6） 31551（2番人気）
馬連票数 計 439725 的中 �� 73496（1番人気）
馬単票数 計 289660 的中 �� 14984（7番人気）
ワイド票数 計 269620 的中 �� 40363（1番人気）�� 10254（9番人気）�� 18762（4番人気）
3連複票数 計 604051 的中 ��� 56178（4番人気）
3連単票数 計1215721 的中 ��� 14234（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―37．2―50．3―1：03．3―1：16．0―1：28．6―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミスレジェンド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2016．9．24 阪神6着

2014．3．28生 牝3黒鹿 母 ネフェルメモリー 母母 ケイアイメモリー 8戦1勝 賞金 8，850，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 エンゲージスマイル号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 エンゲージスマイル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンゲージスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月26日まで平

地競走に出走できない。

07014 2月26日 晴 稍重 （29阪神1）第2日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

510 ハッシュタグ 牡3鹿 56 川田 将雅石川 達絵氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：25．0 4．2�
48 シャイニングボルト 牡3黒鹿56 小牧 太�ラ・メール 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B466－ 6 〃 クビ 18．8�
47 メイショウエイコウ 牡3鹿 56 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 430± 01：25．63� 1．9�
36 ア タ ミ 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 454－ 61：25．92 108．7�
23 イチザヒロイン 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 434－ 81：26．11� 171．9�
815 ジャックナイフ 牡3鹿 56 武 豊岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 446－ 2 〃 クビ 3．8	
11 レジスタンス 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 41：26．84 18．9

35 サトノフレイム 牡3鹿 56 国分 恭介里見 治氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 516＋16 〃 ハナ 437．7�
24 ラッレグラーレ 牡3鹿 56 太宰 啓介エデンアソシエーション 目野 哲也 新ひだか 藤本牧場 490－ 21：26．9クビ 36．5�
714 マグナスエフェクト 牡3栗 56 川須 栄彦 社台レースホース小島 茂之 安平 追分ファーム 434－ 8 〃 ハナ 216．3�
612 ロードゼスト 牡3鹿 56 S．フォーリー �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか グランド牧場 458－ 21：27．11� 33．4�

（愛）

12 ダイシンフォルテ 牡3栗 56 古川 吉洋大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 546± 01：27．31� 63．3�
59 セローフォース 牡3鹿 56 大下 智 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 新ひだか 藤原牧場 504＋ 21：27．51� 125．5�
816 ポーラーブレイズ 牡3鹿 56 四位 洋文�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 410± 01：27．6クビ 105．8�
713 ヴェンデドール 牝3鹿 54 国分 優作清家 聖仁氏 田島 俊明 新ひだか 前田ファーム 430－ 41：27．7	 215．1�
611 ミスミーチャン 牝3鹿 54 幸 英明小林 祥晃氏 村山 明 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 ハナ 65．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，614，600円 複勝： 73，240，900円 枠連： 16，360，100円
馬連： 57，757，000円 馬単： 33，382，000円 ワイド： 38，453，600円
3連複： 84，561，400円 3連単： 121，676，400円 計： 458，046，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 280円 � 110円 枠 連（4－5） 390円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 7，340円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 240円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 24，050円

票 数

単勝票数 計 326146 的中 � 61734（3番人気）
複勝票数 計 732409 的中 � 65014（3番人気）� 24263（4番人気）� 459950（1番人気）
枠連票数 計 163601 的中 （4－5） 32135（2番人気）
馬連票数 計 577570 的中 �� 8727（13番人気）
馬単票数 計 333820 的中 �� 3407（20番人気）
ワイド票数 計 384536 的中 �� 6096（14番人気）�� 47830（2番人気）�� 20991（4番人気）
3連複票数 計 845614 的中 ��� 23926（7番人気）
3連単票数 計1216764 的中 ��� 3667（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．0―47．5―59．9―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．5
3 8，10（1，6，4）11（2，15）13（3，12，14）（9，7）－16－5 4 8，10（1，6，4）15（2，11）（3，13，14）7，12，9－16－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハッシュタグ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2016．8．21 小倉2着

2014．3．28生 牡3鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 6戦1勝 賞金 11，600，000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。
（非抽選馬） 2頭 アイアイハッピー号・オウケンスターダム号
※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。

第１回 阪神競馬 第２日



07015 2月26日 晴 稍重 （29阪神1）第2日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

56 ダノンケンリュウ 牡3黒鹿56 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 472－ 61：54．3 2．6�
44 メイショウハチク 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 462－ 41：54．72� 5．2�
33 マコトテラメエリタ 牡3青鹿56 S．フォーリー �ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 474－ 21：54．91� 24．0�

（愛）

710 メイショウトコシエ 牡3栗 56 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 456－ 61：55．22 24．4�
67 デアリングアイデア 牡3鹿 56 国分 優作宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 452－121：55．41� 48．6�
11 フジノアカネ 牡3鹿 56 和田 竜二山本 茂氏 西橋 豊治 浦河 村下農場 494－ 41：55．72 37．3	
22 エイシンスパンキー �3栗 56 武 豊�栄進堂 今野 貞一 浦河 高野牧場 524＋101：56．01� 2．1

68 エイシンユリーカ 牡3鹿 56 幸 英明�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 488－ 41：56．63� 32．3�
812 ディーエスレイダー 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448－ 21：57．02� 179．4�
811 サクラゴール 牡3栗 56 太宰 啓介�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 494－ 4 〃 クビ 165．4
55 ザッツアモーレ 牡3栗 56 �島 良太幅田 京子氏 奥村 豊 日高 坪田 信作 516－ 41：57．21� 110．0�
79 ゴールドシチー �3黒鹿56 小牧 太本間 茂氏 山内 研二 浦河 大道牧場 474＋ 61：58．810 30．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，534，000円 複勝： 39，408，100円 枠連： 14，903，900円
馬連： 54，496，500円 馬単： 32，910，500円 ワイド： 32，225，800円
3連複： 77，562，900円 3連単： 129，315，900円 計： 410，357，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 160円 � 250円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 230円 �� 500円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 295340 的中 � 89662（2番人気）
複勝票数 計 394081 的中 � 139412（1番人気）� 54780（3番人気）� 26323（4番人気）
枠連票数 計 149039 的中 （4－5） 24786（2番人気）
馬連票数 計 544965 的中 �� 88437（2番人気）
馬単票数 計 329105 的中 �� 29393（3番人気）
ワイド票数 計 322258 的中 �� 40987（2番人気）�� 15403（4番人気）�� 9398（7番人気）
3連複票数 計 775629 的中 ��� 43192（3番人気）
3連単票数 計1293159 的中 ��� 21209（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．9―52．1―1：05．3―1：18．0―1：29．9―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンケンリュウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．10．30 京都11着

2014．6．1生 牡3黒鹿 母 レインデート 母母 Missed the Storm 3戦1勝 賞金 6，300，000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。

07016 2月26日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（29阪神1）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

710 ミヤジタイガ 牡7鹿 60 小坂 忠士曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 520± 03：26．7 1．8�
57 � スズカグランデ �6栗 60 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 440－ 2 〃 ハナ 8．5�
44 � シゲルクロカジキ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 508－ 23：27．33� 16．8�
711	 セプティエーム 牡5芦 60 平沢 健治吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

498－ 23：27．51
 13．0�
22 クラーロデルナ 牡8鹿 60 草野 太郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 502－103：27．71� 62．6�
813 モ ー ゼ ス 牡4黒鹿59 大江原 圭菊地 祐司氏 大江原 哲 洞�湖 レイクヴィラファーム 508－183：27．91
 5．8�
45 フミノファルコン 牡7黒鹿60 難波 剛健谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 548＋123：28．96 5．7	
56 � ゴールドバンカー 牡5栗 60 熊沢 重文磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 452－133：29．85 35．6

11 スマートガルーダ 牡4鹿 59 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 492－ 43：30．11� 43．4�
33 � クリノミユキチャン 牝6鹿 58 田村 太雅栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 今井 秀樹 468－ 43：30．84 218．9�
812� トーセンスラッガー 牡5黒鹿60 小野寺祐太島川 哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 458－ 83：31．65 128．2�
68 � トーセンペンタゴン 牡5青 60 五十嵐雄祐島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋ 5 （競走中止） 63．7�
69 シャイニーサンダー 牡4青鹿59 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 484＋ 8 （競走中止） 106．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，112，200円 複勝： 26，099，800円 枠連： 12，548，000円
馬連： 38，687，400円 馬単： 26，776，500円 ワイド： 25，426，000円
3連複： 62，483，800円 3連単： 100，715，400円 計： 314，849，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 270円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 260円 �� 540円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 221122 的中 � 97440（1番人気）
複勝票数 計 260998 的中 � 89217（1番人気）� 31976（4番人気）� 16844（6番人気）
枠連票数 計 125480 的中 （5－7） 19820（3番人気）
馬連票数 計 386874 的中 �� 45501（2番人気）
馬単票数 計 267765 的中 �� 25479（2番人気）
ワイド票数 計 254260 的中 �� 28367（2番人気）�� 11590（5番人気）�� 6532（10番人気）
3連複票数 計 624838 的中 ��� 24159（6番人気）
3連単票数 計1007154 的中 ��� 14857（9番人気）
上り 1マイル 1：49．3 4F 51．9－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミヤジタイガ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor デビュー 2012．6．10 阪神1着

2010．2．27生 牡7鹿 母 フローレンスガール 母母 Launch Site 障害：3戦1勝 賞金 10，900，000円
〔騎手変更〕 ゴールドバンカー号の騎手石神深一は，第2回中山競馬第1日第4競走での落馬負傷のため熊沢重文に変更。
〔競走中止〕 シャイニーサンダー号は，3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。

トーセンペンタゴン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目2コーナーで競走中止。



07017 2月26日 晴 良 （29阪神1）第2日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・右・外）
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
2：24．2
2：22．1

良
良

44 ワラッチャウヨネ 牝3黒鹿 54
51 ▲森 裕太朗�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 410－ 82：30．2 54．5�

11 スプリングボックス 牡3黒鹿56 松若 風馬�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 480＋ 62：30．41� 15．3�
67 グレンマクナス 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 510 ―2：30．61� 2．1�
33 タガノシャルドネ 牡3鹿 56 和田 竜二八木 秀之氏 川村 禎彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 4 〃 ハナ 14．5�
79 カンポデフィオーリ 牝3黒鹿54 S．フォーリー 吉田 和美氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B420± 02：30．92 6．4	

（愛）

811 シュペルブバロン 牡3栗 56 川須 栄彦ディアレストクラブ
 浅見 秀一 日高 野島牧場 B494＋102：31．75 82．0�
22 ミエノインパルス 牡3栗 56 川島 信二里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 クビ 4．4�
810 ストロベリーハーツ 牝3栗 54 浜中 俊田島 政光氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 452＋ 42：31．91� 5．4
78 アグネスクラウン 牡3黒鹿56 古川 吉洋畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 478＋ 22：32．0クビ 76．0�
55 タイセイフィナール 牡3栗 56 国分 恭介田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 444－ 22：33．49 222．7�
66 ナムラスムージー 牝3鹿 54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 438 ―2：40．0大差 32．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，548，900円 複勝： 39，025，500円 枠連： 9，800，500円
馬連： 52，511，400円 馬単： 30，939，600円 ワイド： 32，648，500円
3連複： 68，020，900円 3連単： 110，759，700円 計： 376，255，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，450円 複 勝 � 970円 � 300円 � 150円 枠 連（1－4） 18，040円

馬 連 �� 29，440円 馬 単 �� 76，830円

ワ イ ド �� 5，690円 �� 1，880円 �� 670円

3 連 複 ��� 19，150円 3 連 単 ��� 254，920円

票 数

単勝票数 計 325489 的中 � 4773（8番人気）
複勝票数 計 390255 的中 � 7564（8番人気）� 30564（6番人気）� 97027（1番人気）
枠連票数 計 98005 的中 （1－4） 421（26番人気）
馬連票数 計 525114 的中 �� 1382（36番人気）
馬単票数 計 309396 的中 �� 302（76番人気）
ワイド票数 計 326485 的中 �� 1414（36番人気）�� 4389（19番人気）�� 13188（9番人気）
3連複票数 計 680209 的中 ��� 2664（49番人気）
3連単票数 計1107597 的中 ��� 315（396番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．4―37．1―50．5―1：03．6―1：16．4―1：29．2―1：42．0―1：54．4―2：06．0―2：18．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3
6，10（3，7）11，9－（4，2）5，8－1
6，10（3，11）（9，7）1（4，2）8－5

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

勝馬の
紹 介

ワラッチャウヨネ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．7．31 新潟11着

2014．4．20生 牝3黒鹿 母 クリームパフ 母母 サマニベッピン 7戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 シュペルブバロン号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・

9番）
グレンマクナス号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）
タガノシャルドネ号の騎手和田竜二は，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：9番）

〔その他〕 ナムラスムージー号は，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。
※ナムラスムージー号は，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。

07018 2月26日 晴 良 （29阪神1）第2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 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

510 エクレアスパークル 牡3青鹿56 川田 将雅李 柱坤氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 470 ―2：05．3 1．5�
612 ゲイルバローズ 牡3鹿 56 松若 風馬猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 440 ―2：05．72� 9．7�
47 レディアリエッタ 牝3鹿 54 浜中 俊寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450 ―2：06．12� 4．5�
48 ナリタプレジデント 牡3鹿 56 熊沢 重文�オースミ 沖 芳夫 様似 清水 誠一 452 ― 〃 クビ 34．2�
59 クロスアミュレット 牝3鹿 54 川須 栄彦 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458 ―2：06．31� 20．5	
815 メイショウマルコマ 牝3黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 498 ―2：06．51� 17．8

24 ヒマワリノヤクソク 牝3栗 54 太宰 啓介山口 敦広氏 斉藤 崇史 新ひだか オギオギ牧場 462 ―2：06．71� 23．0�
23 ヤマニンタンペート 牡3鹿 56 国分 恭介土井 肇氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 454 ―2：06．91� 188．9�
816 ショウナンラスター 牡3栗 56 幸 英明国本 哲秀氏 中村 均 新冠 アラキフアーム 452 ― 〃 アタマ 74．6
611 ワイルドプリンセス 牝3鹿 54 大下 智小川 勲氏 作田 誠二 日高 本間牧場 464 ―2：07．0クビ 202．9�
35 タガノルシファー 	3鹿 56 小牧 太八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494 ―2：07．32 51．7�
714� マイネルケントニス 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 米 Lakland

Farm 496 ―2：07．4クビ 66．1�
713 サ ン テ ィ エ 牝3栗 54 小林 徹弥�KTレーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 392 ―2：07．61� 231．7�
12 ヤマニンアルクール 牡3鹿 56 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 524 ―2：07．7� 88．7�
36 シェアマインズ 牡3青鹿56 S．フォーリー 小田 吉男氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B464 ―2：08．76 44．5�

（愛）

（15頭）
11 メイショウサチシオ 牝3黒鹿54 武 幸四郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，970，900円 複勝： 74，978，700円 枠連： 15，804，800円
馬連： 54，496，900円 馬単： 38，227，300円 ワイド： 33，726，800円
3連複： 68，933，100円 3連単： 121，354，800円 計： 444，493，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（5－6） 610円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 290円 �� 150円 �� 400円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，320円

票 数

単勝票数 計 369709 的中 � 192910（1番人気）
複勝票数 計 749787 的中 � 513006（1番人気）� 41443（3番人気）� 69465（2番人気）
枠連票数 計 158048 的中 （5－6） 19887（2番人気）
馬連票数 計 544969 的中 �� 57868（2番人気）
馬単票数 計 382273 的中 �� 34442（2番人気）
ワイド票数 計 337268 的中 �� 26124（2番人気）�� 70736（1番人気）�� 17758（5番人気）
3連複票数 計 689331 的中 ��� 71928（1番人気）
3連単票数 計1213548 的中 ��� 37901（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．8―38．6―52．2―1：05．1―1：17．7―1：30．3―1：42．1―1：53．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0
1
3
・（4，6）（3，10）12（7，14）8（9，15）（13，16）11－（2，5）・（4，6）10（3，12）7（9，14）（13，8）（15，11）（2，5，16）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクレアスパークル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2014．2．5生 牡3青鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 メイショウサチシオ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 クロスアミュレット号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：14

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サンキャッチャー号・ジュンハーツ号・ナムラスムージー号・マルカノカガヤキ号
※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。



07019 2月26日 晴 稍重 （29阪神1）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：08．7

重
重

611 レッツイットラン 牡5栗 57 浜中 俊深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 492－ 41：11．9 2．2�
59 ワキノハガクレ 牡5黒鹿57 小牧 太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 422－ 41：12．0� 4．4�
22 シンゼンスタチュー �4黒鹿57 太宰 啓介原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 498± 01：12．1� 6．5�
35 クリノサンレオ 牡4栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 442＋ 21：12．31� 11．4�
712 トップリバティ 牡5黒鹿57 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 536－ 21：12．4	 20．5�
46 
 グレートブレス 牡5栗 57 森 一馬 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 514－ 61：12．5� 19．6

47 キッズライトオン 牡5栗 57 藤岡 佑介瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 21：12．6� 21．1�
23 アナフィエル 牝4栗 55 武 豊	ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440＋ 2 〃 クビ 37．6
11 
 アイファーウタオー 牡4黒鹿57 �島 良太中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 静内山田牧場 502＋ 21：13．34 62．9�
713
 ユアザスター 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B498－ 61：13．4	 60．2�
58 ダ イ フ ク 牡4黒鹿57 国分 優作小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 472－ 41：13．5� 58．5�
814 マルカメテオ 牡5栗 57 川須 栄彦日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 496± 01：13．81	 27．9�
815
 インスタイル �6鹿 57 古川 吉洋岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 504＋12 〃 クビ 168．0�
34 ゼンノイザナギ 牡5栗 57 武 幸四郎大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 470－101：13．9クビ 17．3�
610 アートラヴァー 牝4栗 55 川島 信二 J．ウィルソン氏 村山 明 安平 ノーザンファーム B480± 01：14．0� 101．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，699，300円 複勝： 44，503，800円 枠連： 17，509，700円
馬連： 71，161，100円 馬単： 35，165，900円 ワイド： 45，617，600円
3連複： 98，186，300円 3連単： 129，111，500円 計： 472，955，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 210円 �� 350円 �� 570円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 2，630円

票 数

単勝票数 計 316993 的中 � 114204（1番人気）
複勝票数 計 445038 的中 � 120390（1番人気）� 75296（2番人気）� 61245（3番人気）
枠連票数 計 175097 的中 （5－6） 30548（1番人気）
馬連票数 計 711611 的中 �� 111994（1番人気）
馬単票数 計 351659 的中 �� 36676（1番人気）
ワイド票数 計 456176 的中 �� 65458（1番人気）�� 31362（3番人気）�� 17838（6番人気）
3連複票数 計 981863 的中 ��� 77572（1番人気）
3連単票数 計1291115 的中 ��� 35582（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．9―12．1―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．8―47．9―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 6，12（9，11）14（2，5，15）（3，10）－（1，7）（4，13）8 4 ・（6，12）11，9（2，5，14）15，3，10（1，7）13，4，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッツイットラン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．7．27 札幌3着

2012．5．20生 牡5栗 母 サ ン シ ェ ル 母母 Silica 22戦2勝 賞金 34，700，000円

07020 2月26日 晴 良 （29阪神1）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
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
1：44．5
1：43．9

良
良

11 � タニノアーバンシー 牝4黒鹿54 川田 将雅谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-
mizu 512± 01：48．6 1．4�

33 レ イ リ オ ン 牝4鹿 54 和田 竜二 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 422－ 21：49．13 30．7�
810 マイネルアトゥー 牡4青鹿56 松若 風馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 448± 0 〃 クビ 75．0�
22 ナリタゴールド 	5鹿 57 森 一馬�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 418－ 61：49．31
 10．2�
55 キングオブアームズ 牡4鹿 56 四位 洋文窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B472± 01：50．04 6．0	
66 アフェクテューズ 牡4青鹿56 S．フォーリー 落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B496－ 6 〃 クビ 7．4


（愛）

89 コスモレティクルム 牝4鹿 54
51 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 4 〃 ハナ 43．4�

78 ウインクレド 牡4鹿 56 藤岡 佑介�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 478＋ 21：50．1クビ 17．7�
44 シャッターチャンス 牡5鹿 57 幸 英明前田 晋二氏 荒川 義之 新ひだか 土田 扶美子 444＋ 21：50．63 53．6
77 � レオロフティー 牡5鹿 57

56 ☆義 英真�レオ 千田 輝彦 新冠 川島牧場 B498－ 21：51．23� 178．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 37，394，000円 複勝： 113，302，100円 枠連： 11，548，000円
馬連： 59，036，200円 馬単： 50，078，900円 ワイド： 37，369，800円
3連複： 81，816，300円 3連単： 228，882，100円 計： 619，427，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 370円 � 1，000円 枠 連（1－3） 1，490円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，510円 �� 7，380円

3 連 複 ��� 14，200円 3 連 単 ��� 37，340円

票 数

単勝票数 計 373940 的中 � 209981（1番人気）
複勝票数 計1133021 的中 � 876162（1番人気）� 21027（6番人気）� 6600（9番人気）
枠連票数 計 115480 的中 （1－3） 5967（6番人気）
馬連票数 計 590362 的中 �� 30857（5番人気）
馬単票数 計 500789 的中 �� 20848（8番人気）
ワイド票数 計 373698 的中 �� 16309（6番人気）�� 6275（14番人気）�� 1237（35番人気）
3連複票数 計 818163 的中 ��� 4320（31番人気）
3連単票数 計2288821 的中 ��� 4444（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．7―49．2―1：01．7―1：13．8―1：25．0―1：36．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タニノアーバンシー �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Tanino Gimlet デビュー 2015．8．2 新潟2着

2013．4．23生 牝4黒鹿 母 Vodka 母母 Tanino Sister 9戦2勝 賞金 26，250，000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。



07021 2月26日 晴 良 （29阪神1）第2日 第9競走 ��
��2，200�すみれステークス

発走14時25分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎1�
増

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000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
2：09．9

良
良

11 クリンチャー 牡3鹿 56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 476－ 22：14．1 12．0�
22 タガノアシュラ 牡3黒鹿56 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－102：14．84 9．3�
55 キ セ キ 牡3黒鹿56 川田 将雅石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 486－102：15．01� 1．9�
44 レイトブルーマー 牝3芦 54 松若 風馬堀 祥子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 454－ 42：15．42	 7．9�
66 ダノンディスタンス 牡3鹿 56 和田 竜二�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512± 02：15．82	 3．1�
77 グランドディアマン 牡3鹿 56 武 豊田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 笹島 政信 504＋ 22：18．9大差 14．3	
33 ライデンバローズ 牡3芦 56 浜中 俊猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 530＋ 62：19．53	 40．0


（7頭）

売 得 金
単勝： 55，860，000円 複勝： 52，892，300円 枠連： 発売なし
馬連： 94，465，800円 馬単： 59，700，000円 ワイド： 42，392，200円
3連複： 99，048，500円 3連単： 313，343，300円 計： 717，702，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 530円 � 420円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 370円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 25，840円

票 数

単勝票数 計 558600 的中 � 37080（5番人気）
複勝票数 計 528923 的中 � 38233（5番人気）� 51469（4番人気）
馬連票数 計 944658 的中 �� 17287（12番人気）
馬単票数 計 597000 的中 �� 5176（24番人気）
ワイド票数 計 423922 的中 �� 9751（12番人気）�� 30248（5番人気）�� 30815（4番人気）
3連複票数 計 990485 的中 ��� 36106（7番人気）
3連単票数 計3133433 的中 ��� 8791（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．6―35．7―48．4―1：01．3―1：13．7―1：26．0―1：38．1―1：49．9―2：01．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3
2，3，1，6，5（4，7）
2（1，3）6（4，5）7

2
4
2－（1，3）6（4，5）7
2，1（4，6）5＝3，7

勝馬の
紹 介

クリンチャー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．1．16 中京12着

2014．3．10生 牡3鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ 3戦2勝 賞金 24，168，000円
〔制裁〕 レイトブルーマー号の騎手松若風馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライデンバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月26日まで平地

競走に出走できない。

07022 2月26日 晴 良 （29阪神1）第2日 第10競走 ��
��1，800�

い た み

伊丹ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

35 ナムラアラシ 牡4鹿 56 幸 英明奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 524＋ 41：52．0 13．2�
815 サンタエヴィータ 牝6栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 6 〃 クビ 38．3�
22 テイエムジンソク 牡5芦 57 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 492－ 41：52．1� 2．0�
713 コンセギール 牡5黒鹿57 和田 竜二前田 葉子氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514－ 21：52．2クビ 21．2�
46 サージェントバッジ 牡5黒鹿57 武 豊大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B500－ 21：52．41	 6．9�
59 マインシャッツ 牡4栗 56 池添 謙一吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 478± 01：52．5クビ 4．7	
11 アドマイヤシャイ 牝5黒鹿55 小牧 太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 クビ 15．0

611 ルファルシオン 牡6芦 57 藤岡 佑介 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 518＋181：52．82 125．9�
610 マヤノオントロジー 牡8黒鹿57 国分 恭介田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 500－ 4 〃 アタマ 196．1
47 マイネルオフィール 牡5鹿 57 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B498＋101：53．11	 22．3�

（愛）

34 ワンダーアシャード 牡8栗 57 浜中 俊山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 538＋ 2 〃 アタマ 49．8�
712 スマートボムシェル 牡5栗 57 松若 風馬大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 498－ 41：53．63 37．0�
58 
 ダイゴマサムネ 牡5栗 57 森 裕太朗長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム 524＋ 21：53．7	 76．8�
814 タガノゴールド 牡6栗 57 武 幸四郎八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476－ 41：53．8	 14．4�
23 サトノアッシュ 牡5鹿 57 川島 信二里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 492－ 81：53．9� 160．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 60，045，900円 複勝： 110，198，300円 枠連： 36，877，000円
馬連： 165，051，800円 馬単： 82，205，400円 ワイド： 90，156，500円
3連複： 238，146，400円 3連単： 347，578，900円 計： 1，130，260，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 240円 � 730円 � 110円 枠 連（3－8） 3，830円

馬 連 �� 19，300円 馬 単 �� 34，100円

ワ イ ド �� 3，920円 �� 390円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 7，890円 3 連 単 ��� 80，450円

票 数

単勝票数 計 600459 的中 � 36345（4番人気）
複勝票数 計1101983 的中 � 83863（4番人気）� 20628（11番人気）� 492235（1番人気）
枠連票数 計 368770 的中 （3－8） 7459（13番人気）
馬連票数 計1650518 的中 �� 6627（39番人気）
馬単票数 計 822054 的中 �� 1808（70番人気）
ワイド票数 計 901565 的中 �� 5457（39番人気）�� 66332（3番人気）�� 16897（14番人気）
3連複票数 計2381464 的中 ��� 22631（27番人気）
3連単票数 計3475789 的中 ��� 3132（238番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．5―50．1―1：02．7―1：15．4―1：27．7―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラアラシ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．12．26 阪神1着

2013．4．27生 牡4鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 13戦4勝 賞金 56，531，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

１レース目



07023 2月26日 晴 良 （29阪神1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第61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，28．2．27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，28．2．26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 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

22 トーキングドラム 牡7鹿 56 幸 英明下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 478－ 21：21．4 25．7�
44 � ヒルノデイバロー 牡6黒鹿56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B526＋ 2 〃 アタマ 16．1�
812 ナガラオリオン 牡8鹿 56 国分 優作長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 474－ 41：21．72 96．2�
33 ブラヴィッシモ 牡5鹿 56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B500－14 〃 クビ 7．9�
79 メドウラーク 牡6鹿 56 S．フォーリー 吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508－ 21：21．91 85．3	

（愛）

68 ミッキーラブソング 牡6黒鹿56 松若 風馬野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 462± 01：22．32	 17．6

811 ダイシンサンダー 牡6鹿 56 浜中 俊大八木信行氏 須貝 尚介 新ひだか グランド牧場 B506± 01：22．4	 34．0�
67 シ ュ ウ ジ 牡4鹿 57 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 512＋ 81：22．5
 1．6�
55 ロサギガンティア 牡6青 56 四位 洋文 社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B546＋101：22．71	 4．8�
11 カ オ ス モ ス 牡7鹿 56 武 幸四郎小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 516＋ 61：22．91� 19．9�
56 ムーンクレスト 牡5鹿 56 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 476＋ 21：23．0クビ 30．5�
710 テイエムタイホー 牡8栗 56 池添 謙一竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 494＋ 21：23．21� 52．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 134，099，100円 複勝： 245，182，800円 枠連： 76，069，800円
馬連： 478，460，800円 馬単： 278，845，600円 ワイド： 217，361，500円
3連複： 768，847，900円 3連単： 1，729，669，600円 計： 3，928，537，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 980円 � 600円 � 2，930円 枠 連（2－4） 12，600円

馬 連 �� 13，090円 馬 単 �� 33，100円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 14，470円 �� 8，610円

3 連 複 ��� 239，760円 3 連 単 ��� 2，483，180円

票 数

単勝票数 計1340991 的中 � 41720（7番人気）
複勝票数 計2451828 的中 � 66157（7番人気）� 114679（4番人気）� 21021（12番人気）
枠連票数 計 760698 的中 （2－4） 4676（24番人気）
馬連票数 計4784608 的中 �� 28318（27番人気）
馬単票数 計2788456 的中 �� 6318（57番人気）
ワイド票数 計2173615 的中 �� 19916（26番人気）�� 3845（60番人気）�� 6484（49番人気）
3連複票数 計7688479 的中 ��� 2405（166番人気）
3連単票数 計17296696 的中 ��� 505（1022番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．0―11．7―11．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―33．8―45．5―57．2―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーキングドラム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．19 中山3着

2010．3．6生 牡7鹿 母 トランシーフレーズ 母母 アンスチユアート 21戦5勝 賞金 122，602，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりトーキングドラム号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

07024 2月26日 晴 良 （29阪神1）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

713 ミスズスター 牡4鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 458－ 41：24．1 8．5�
510 リリーウイナー 牡5鹿 57 藤岡 佑介土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 524＋ 21：24．42 6．5�
48 ア バ ン サ ル �6栗 57 国分 恭介今西 和雄氏 中村 均 新冠 石田牧場 506± 01：24．5クビ 28．3�
24 アドマイヤムテキ 牡4黒鹿57 和田 竜二近藤 利一氏 中尾 秀正 洞	湖 レイクヴィラファーム 496± 0 〃 ハナ 6．4�
611 マイネルラック 牡4鹿 57 S．フォーリー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 488＋ 4 〃 アタマ 3．1�

（愛）

714 ライドオンウインド 牡5栗 57 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 516＋201：24．71
 23．4	
35 キセキノツヅキ 牡4鹿 57

56 ☆義 英真 
社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 466＋ 21：24．91
 7．6�
12 アイファーサラオー 牡5鹿 57 国分 優作中島 稔氏 坪 憲章 新冠 大林ファーム 518－ 2 〃 ハナ 67．6�
23 メイショウオオカゼ 牡7黒鹿57 武 幸四郎松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－14 〃 クビ 8．5
612 サンライズウェイ 牡7栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 ハナ 28．1�
36 � メンカウラー �6黒鹿57 川須 栄彦前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B484－ 21：25．22 249．8�
11 エイシンペペラッツ 牡6栗 57 武 豊�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 476－ 81：25．3� 17．5�
816 カ メ ッ ト 牡6栗 57

54 ▲森 裕太朗林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 476＋10 〃 アタマ 173．3�
59 マーティンオート 牝7鹿 55 太宰 啓介大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 490－ 81：25．51� 226．2�
815 ララパルーザ 牡4鹿 57 小牧 太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 522± 01：25．71 33．9�
47 ケンコンイッテキ 牡4青鹿57 川島 信二 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 498－161：26．23 27．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 79，835，400円 複勝： 90，939，200円 枠連： 43，587，200円
馬連： 185，309，900円 馬単： 71，770，500円 ワイド： 94，821，500円
3連複： 253，909，800円 3連単： 340，278，500円 計： 1，160，452，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 320円 � 260円 � 490円 枠 連（5－7） 2，540円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 2，800円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 18，390円 3 連 単 ��� 91，740円

票 数

単勝票数 計 798354 的中 � 74616（6番人気）
複勝票数 計 909392 的中 � 74780（5番人気）� 100583（3番人気）� 44030（7番人気）
枠連票数 計 435872 的中 （5－7） 13288（11番人気）
馬連票数 計1853099 的中 �� 52218（8番人気）
馬単票数 計 717705 的中 �� 9012（21番人気）
ワイド票数 計 948215 的中 �� 23057（9番人気）�� 8575（36番人気）�� 12054（25番人気）
3連複票数 計2539098 的中 ��� 10350（65番人気）
3連単票数 計3402785 的中 ��� 2689（337番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．5―46．3―58．5―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスズスター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Aptitude デビュー 2015．8．1 札幌5着

2013．4．18生 牡4鹿 母 フィールザミリオン 母母 Feel the Capote 16戦3勝 賞金 32，550，000円
〔その他〕 エイシンペペラッツ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エイシンペペラッツ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年4月26日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウェイトアンドシー号・オホーツク号・プロスパー号
（非抽選馬） 1頭 カネコメオスター号
※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。

４レース目



（29阪神1）第2日 2月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 153頭 本 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

261，050，000円
16，460，000円
1，310，000円
29，800，000円
61，817，000円
4，938，600円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
580，985，100円
950，462，300円
270，742，800円
1，355，407，300円
768，968，200円
717，161，800円
1，961，922，400円
3，794，258，200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 10，399，908，100円

総入場人員 18，688名 （有料入場人員 17，705名）
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