
枠
番
馬
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色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

04061 2月26日 曇 稍重 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

35 ジューンアース 牝3黒鹿 54
51 ▲今村 聖奈吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 524＋ 81：12．8 2．0�

12 メイショウネムノキ 牝3芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 498－ 41：13．22� 4．7�
714 ゼットカレン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 61：13．62� 3．5�
816 ミ ヅ キ 牝3鹿 54 団野 大成�飛野牧場 笹田 和秀 新冠 タニグチ牧場 430＋ 41：13．7� 12．6�
815 メイショウバラッド 牝3黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 41：14．02 29．6�
36 ミ ン ク ス 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅	協栄 加用 正 日高 タバタファーム 410－ 61：14．32 297．4

11 ソルトベール 牝3鹿 54

52 △角田 大河杉浦 敏夫氏 四位 洋文 新ひだか 西村牧場 400 ―1：14．62 51．9�
611 エニーデイナウ 牝3青鹿54 松田 大作�三嶋牧場 坂口 智康 浦河 三嶋牧場 468 ― 〃 アタマ 16．6�
23 エレナユニヴァース 牝3鹿 54 川島 信二上山 牧氏 畑端 省吾 浦河 高昭牧場 442 ―1：14．7� 215．5
59 リ ン デ ザ 牝3栗 54 城戸 義政岩山 博文氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田 猛 446＋ 21：14．8� 204．4�
48 エフジョイナー 牝3黒鹿54 岩田 康誠 Him Rock Racing

ホールディングス	 加用 正 日高 タバタファーム 444＋121：15．33 99．2�
510 マ ノ レ ア 牝3鹿 54 酒井 学土井久美子氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 450－ 21：15．4� 43．2�
612 タマモオトメ 牝3黒鹿 54

51 ▲川端 海翼タマモ	 木原 一良 新冠 守矢牧場 432－ 41：15．82� 606．0�
47 クリノチャイルド 牝3鹿 54 森 裕太朗栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 戸川牧場 438＋ 21：15．9� 471．7�
713 メイショウアヤカゼ 牝3芦 54 高倉 稜松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 466＋ 41：16．54 222．2�
24 ルーナチュラリー 牝3鹿 54 荻野 極 	吉澤ホールディングス 宮本 博 新ひだか グランド牧場 406± 01：20．8大差 48．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，695，500円 複勝： 68，253，400円 枠連： 12，762，800円
馬連： 59，196，800円 馬単： 32，205，300円 ワイド： 57，406，400円
3連複： 95，816，600円 3連単： 118，703，500円 計： 489，040，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（1－3） 400円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 180円 �� 180円 �� 240円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，850円

票 数

単勝票数 計 446955 的中 � 175056（1番人気）
複勝票数 計 682534 的中 � 314739（1番人気）� 88614（3番人気）� 104660（2番人気）
枠連票数 計 127628 的中 （1－3） 24504（2番人気）
馬連票数 計 591968 的中 �� 96707（2番人気）
馬単票数 計 322053 的中 �� 33070（2番人気）
ワイド票数 計 574064 的中 �� 83061（1番人気）�� 81423（2番人気）�� 55633（3番人気）
3連複票数 計 958166 的中 ��� 156145（1番人気）
3連単票数 計1187035 的中 ��� 46415（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．7―12．0―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．0―35．7―47．7―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 5（9，11）（2，14）－（6，15）16（10，7）－1－8，3，12（4，13） 4 5（2，9，11）14，15，6，16－10，7－1，8，3－12－13－4

勝馬の
紹 介

ジューンアース �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．12．11 中京5着

2020．4．25生 牝3黒鹿 母 アグネスナチュラル 母母 アグネスアテーナー 4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルーナチュラリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5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 サイモンブーケ号

04062 2月26日 曇 稍重 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

57 � ダブルジョーク 牡3栗 56 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 米
William Hum-
phries & Altair
Farms, LLC

556－ 61：54．8 3．3�
813� ミスティックロア 牡3芦 56 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 米

Lewis Thor-
oughbred
Breeding LLC

508 ― 〃 アタマ 3．3�
56 セレクティオ 牡3栗 56 �島 克駿大冨 智弘氏 橋口 慎介 浦河 村下農場 484－ 41：55．33 10．6�
710 メイショウジェンマ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 462＋ 41：55．72� 6．5�
33 バブルアップハート 牡3栗 56 酒井 学 �京都ホースレーシング 高橋 康之 新ひだか 織田 正敏 544－101：56．01� 7．8�
45 タガノチェイス 牡3鹿 56 団野 大成八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514－ 81：57．17 25．6	
68 エンツォウーノ 牡3芦 56 岩田 康誠廣崎 智子氏 田中 克典 新ひだか 藤原牧場 500＋ 2 〃 ハナ 8．6

22 ティエラサンタ 牡3鹿 56 岩田 望来 �社台レースホース西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504 ―1：57．52 23．2�
69 アンフィテアトルム 牡3鹿 56

54 △角田 大河�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 528－ 21：57．92� 118．2
812 ル フ レ ー ヴ 牡3黒鹿56 和田 竜二長谷川祐司氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 482＋ 4 〃 クビ 52．5�
711 メイショウヤッコ 牡3鹿 56 高倉 稜松本 好雄氏 木原 一良 新ひだか 水上 習孝 490－ 8 〃 ハナ 199．3�
44 ビップルイス 牡3鹿 56

53 ▲今村 聖奈鈴木 邦英氏 田島 俊明 新ひだか 谷藤 弘美 430－ 61：58．11 80．8�
11 � エスペランサフラグ 牝3鹿 54 池添 謙一�クラウン 中竹 和也 米 Crown

Farm USA 446＋ 42：00．2大差 22．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 43，224，200円 複勝： 61，310，900円 枠連： 11，101，000円
馬連： 61，331，700円 馬単： 25，690，000円 ワイド： 63，460，400円
3連複： 97，430，500円 3連単： 99，876，400円 計： 463，425，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 160円 � 180円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 390円 �� 400円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 8，270円

票 数

単勝票数 計 432242 的中 � 101791（2番人気）
複勝票数 計 613109 的中 � 136692（1番人気）� 98620（2番人気）� 76769（4番人気）
枠連票数 計 111010 的中 （5－8） 15929（1番人気）
馬連票数 計 613317 的中 �� 57362（1番人気）
馬単票数 計 256900 的中 �� 11255（3番人気）
ワイド票数 計 634604 的中 �� 43251（2番人気）�� 42740（3番人気）�� 14570（14番人気）
3連複票数 計 974305 的中 ��� 37451（4番人気）
3連単票数 計 998764 的中 ��� 8752（10番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―14．2―13．3―12．6―12．6―12．8―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―39．1―52．4―1：05．0―1：17．6―1：30．4―1：42．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ダブルジョーク �
�
父 Practical Joke �

�
母父 Rahy デビュー 2022．10．23 東京12着

2020．3．1生 牡3栗 母 Double Date 母母 Strike a Balance 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エスペランサフラグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月26日まで平地

競走に出走できない。

第１回 阪神競馬 第６日



04063 2月26日 曇 稍重 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

815 ラ イ ジ ン 牡3栗 56 岩田 望来�LEVEL－K 池添 学 日高 浜本牧場 462－241：26．2 6．5�
46 マンティコア 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 518＋221：26．3� 7．9�

35 モカラエース 牡3鹿 56 �島 克駿村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 452－ 61：26．93� 4．5�
610 ゴールドスピーダー 牡3黒鹿 56

53 ▲今村 聖奈居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 536＋ 11：27．21� 47．7�
34 アグネスシュウ �3鹿 56 松田 大作渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 514＋ 61：27．3� 13．0�
22 レッツゴーローズ 牝3栗 54 国分 優作水谷光太郎氏 大橋 勇樹 浦河 宮内牧場 482＋ 21：27．51� 73．0	
58 カネトシストーム 牡3黒鹿 56

53 ▲川端 海翼兼松 昌男氏 飯田 祐史 日高 三輪牧場 434－ 41：27．6クビ 651．9

712 ナムラダニー 牡3鹿 56 長岡 禎仁奈村 睦弘氏 杉山 佳明 新ひだか 八田ファーム 476 ―1：27．92 407．7�
47 レ ブ ロ ン 牡3鹿 56 森 裕太朗 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 加野牧場 472－ 21：28．11� 190．2
713 テイエムネイア 牝3栗 54 和田 竜二竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 442－ 41：28．2クビ 274．7�
814 ラピッドベル 牝3鹿 54 戸崎 圭太�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 494－ 21：28．3� 2．2�
23 ノイアーターク �3鹿 56 横山 和生 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B454± 01：28．72� 6．5�
11 マ カ ー リ オ 牝3芦 54 幸 英明村田 博司氏 飯田 祐史 新ひだか 藤沢牧場 490＋101：30．310 41．9�
611 フェスティヴビップ 牡3鹿 56 川須 栄彦臼井義太郎氏 清水 英克 平取 二風谷ファーム B496－101：31．36 321．5�
59 ケイアイマゴラ �3鹿 56 城戸 義政 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新ひだか 佐竹 学 482 ―1：31．4� 455．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，940，600円 複勝： 54，505，500円 枠連： 14，519，200円
馬連： 65，652，600円 馬単： 29，656，200円 ワイド： 64，191，800円
3連複： 98，336，200円 3連単： 116，592，100円 計： 490，394，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 280円 � 160円 枠 連（4－8） 800円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 610円 �� 570円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 27，530円

票 数

単勝票数 計 469406 的中 � 57403（4番人気）
複勝票数 計 545055 的中 � 62940（3番人気）� 43301（6番人気）� 102560（2番人気）
枠連票数 計 145192 的中 （4－8） 13913（4番人気）
馬連票数 計 656526 的中 �� 15490（14番人気）
馬単票数 計 296562 的中 �� 3144（25番人気）
ワイド票数 計 641918 的中 �� 12261（15番人気）�� 27338（9番人気）�� 29603（8番人気）
3連複票数 計 983362 的中 ��� 13434（19番人気）
3連単票数 計1165921 的中 ��� 3070（99番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―12．4―12．4―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―35．1―47．5―59．9―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ イ ジ ン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2022．9．24 中京9着

2020．3．17生 牡3栗 母 ケンジントンⅡ 母母 Rum Charger 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 レブロン号の騎手森裕太朗は，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10，000円。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マカーリオ号・フェスティヴビップ号・ケイアイマゴラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和5年3月26日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 テイエムネイア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和5年4月26日まで平地競走に出走でき

ない。
※出走取消馬 ホビイスト号（疾病〔左前挫跖〕のため）

04064 2月26日 曇 稍重 （5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 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

44 ローズスター 牡3鹿 56 横山 和生石川 達絵氏 上村 洋行 日高 日高大洋牧場 B458－ 41：55．3 5．7�
711 タイセイマイティ 牡3鹿 56 岩田 望来田中 成奉氏 西村 真幸 日高 下河辺牧場 492－ 41：55．72� 4．8�
57 タイキクラージュ 牡3鹿 56 �島 克駿�大樹ファーム 谷 潔 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 466＋ 41：55．8クビ 4．1�
812 ワンダーエッジ 牡3栗 56 和田 竜二山本 能成氏 石坂 公一 新ひだか 城地牧場 570＋ 8 〃 ハナ 3．6�
33 ホウショウマーニ 牝3芦 54 酒井 学芳賀美知子氏 河内 洋 様似 清水スタッド 498＋ 41：56．54 52．1�
69 リ コ ル ド 牝3黒鹿 54

51 ▲大久保友雅鈴木 真氏 茶木 太樹 浦河 高岸 順一 486－ 61：56．6� 30．7	
45 カワキタハクギン 牡3芦 56 戸崎 圭太川島 徹郎氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 516－ 41：57．55 31．7

813 ジョータルマエ 牡3芦 56

53 ▲服部 寿希上田江吏子氏 中竹 和也 浦河 斉藤 政志 494－ 81：57．81� 303．5�
710 タマモマスラオ 牡3黒鹿 56

54 △角田 大河タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 B484－ 41：57．9� 18．5
56 マイクドロップ 牡3鹿 56 �島 良太手嶋 美季氏 牧浦 充徳 日高 細川牧場 516－ 41：58．96 380．0�
68 シゲルスゴウデ 牡3青 56 松田 大作森中 啓子氏 高橋 康之 日高 スウィング

フィールド牧場 460－131：59．43 206．4�
22 ル ジ マ ト フ 牡3芦 56 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 428＋12 〃 クビ 276．8�
11 メイショウエース 牡3栗 56 幸 英明松本 好�氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 B508＋ 42：00．14 4．8�
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売 得 金
単勝： 39，766，300円 複勝： 51，129，400円 枠連： 11，053，900円
馬連： 59，209，500円 馬単： 26，756，700円 ワイド： 56，134，400円
3連複： 91，327，400円 3連単： 106，257，500円 計： 441，635，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 150円 � 140円 枠 連（4－7） 1，100円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 610円 �� 270円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 8，120円

票 数

単勝票数 計 397663 的中 � 55161（5番人気）
複勝票数 計 511294 的中 � 63561（5番人気）� 87530（3番人気）� 109160（1番人気）
枠連票数 計 110539 的中 （4－7） 7739（6番人気）
馬連票数 計 592095 的中 �� 22699（10番人気）
馬単票数 計 267567 的中 �� 5597（18番人気）
ワイド票数 計 561344 的中 �� 20525（9番人気）�� 57223（2番人気）�� 55253（3番人気）
3連複票数 計 913274 的中 ��� 45570（4番人気）
3連単票数 計1062575 的中 ��� 9484（21番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―12．5―12．2―13．3―14．0―13．2―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．7―48．9―1：02．2―1：16．2―1：29．4―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．1
1
3
4，5（1，11，12）9（3，8，10）7，13，6＝2
4－（1，5）11（9，12）3（7，8，10）－13－6，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ローズスター �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．12．28 阪神12着

2020．5．4生 牡3鹿 母 ロゼットネビュラ 母母 ロ ー ザ ネ イ 3戦1勝 賞金 5，500，000円



04065 2月26日 曇 良 （5阪神1） 第6日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時20分 （芝・右・外）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．1
1：30．3

良
良

817 ルクスドヌーヴ 牝3鹿 54 横山 和生�ルクス 須貝 尚介 日高 いとう牧場 438－ 41：37．3 17．8�
48 レッドテンペスト �3青鹿56 �島 克駿 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 448＋ 41：37．41 2．0�
11 サウンドレイラ 牝3栗 54 岩田 望来増田 雄一氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 466－ 41：37．5クビ 2．2�
816 ジ ャ ミ ー レ 牝3栗 54 団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 8．6�
35 ウインジュルネ 牡3栗 56 国分 優作�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 440－ 61：37．6� 181．5	
12 フェネストラ 牝3黒鹿 54

51 ▲大久保友雅杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 412± 01：37．7クビ 40．3

24 クラウドセイル 牡3黒鹿56 幸 英明�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 488＋ 2 〃 � 41．1�
510 ゴレアドール 牝3鹿 54 横山 典弘寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 408 ―1：37．8� 68．9�
47 テイエムシャー 牝3黒鹿54 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 日高 宝寄山 拓樹 454 ― 〃 アタマ 259．9
714 タイキウルトラ 牡3鹿 56 浜中 俊�大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460－ 21：38．0� 75．0�
815 シゲルミラクル 牝3鹿 54 和田 竜二森中 啓子氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 426 ― 〃 アタマ 199．2�
611	 ホウショウラスティ 牝3鹿 54 酒井 学芳賀美知子氏 河内 洋 米 Marablue

Farm LLC 454± 01：38．31� 42．9�
713 イ レ ン カ 牝3鹿 54 川須 栄彦 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 むかわ 上水牧場 428－ 41：38．72� 525．4�
612 フローラルハニー 牝3鹿 54

52 △角田 大河吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 464± 01：39．23 388．5�
36 ダノンプレジャー 牡3黒鹿56 岩田 康誠�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 21：39．31 99．7�
23 パワポケプレミア 牝3鹿 54 城戸 義政柳原 達也氏 牧田 和弥 新ひだか 前田ファーム 374－ 61：39．51 413．4�
59 クリノキスミント 牝3黒鹿54 長岡 禎仁栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 日西牧場 412－101：39．92� 847．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 60，363，600円 複勝： 112，466，000円 枠連： 14，955，500円
馬連： 67，365，800円 馬単： 41，751，300円 ワイド： 56，640，000円
3連複： 109，065，700円 3連単： 150，954，100円 計： 613，562，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 190円 � 110円 � 110円 枠 連（4－8） 340円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 370円 �� 420円 �� 150円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 13，490円

票 数

単勝票数 計 603636 的中 � 26987（4番人気）
複勝票数 計1124660 的中 � 45540（4番人気）� 728106（1番人気）� 160930（2番人気）
枠連票数 計 149555 的中 （4－8） 33465（2番人気）
馬連票数 計 673658 的中 �� 43901（3番人気）
馬単票数 計 417513 的中 �� 7102（12番人気）
ワイド票数 計 566400 的中 �� 32552（3番人気）�� 27522（5番人気）�� 130843（1番人気）
3連複票数 計1090657 的中 ��� 105908（2番人気）
3連単票数 計1509541 的中 ��� 8108（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．3―12．9―12．9―12．1―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．5―49．4―1：02．3―1：14．4―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．0
3 17（8，12）（6，2，16）（4，11）1（5，7，15）（3，10，14）13，9 4 17（8，12）（6，2，16）（1，4，11，15）（5，7）（10，14）（3，13）9

勝馬の
紹 介

ルクスドヌーヴ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2022．6．25 阪神3着

2020．3．11生 牝3鹿 母 スマートアストリア 母母 チーキーガールズ 4戦1勝 賞金 8，080，000円
※タイキウルトラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

04066 2月26日 曇 稍重 （5阪神1） 第6日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時50分 （ダート・右）

負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

710 カネトシブルーム 牡4芦 57 国分 優作兼松 昌男氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 512± 01：53．3 7．2�
55 カズカポレイ 牡5鹿 58 横山 和生合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 B510－ 61：54．910 2．8�
44 テイエムシップ 牡4黒鹿57 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 日高 宝寄山 拓樹 526＋ 21：55．0� 11．7�
811 サーティファイド 牡4鹿 57 幸 英明安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 478－ 21：55．1クビ 28．7�
22 ビナホイアン 牡4鹿 57 �島 克駿井之口二三雄氏 杉山 佳明 新冠 プログレスファーム B448＋101：55．2� 18．6�
79 ロードラプソディ 牡4鹿 57 団野 大成 �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 498± 01：55．84 9．5	
67 シャランガーナ 牡4栗 57

55 △角田 大河�キーファーズ 清水 久詞 新ひだか 静内山田牧場 B492－ 41：55．9クビ 68．3

56 ハヤブサウィッシュ 牡4栗 57 川又 賢治武田 修氏 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 8 〃 クビ 61．9�
11 サイモンルグラン 牡6鹿 58 戸崎 圭太澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 496－ 41：56．0クビ 91．9�
33 ニューダイアリーズ 牡4栗 57 岩田 望来 社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 482＋181：56．21� 2．4�
812� エボカシオン 牡6黒鹿58 浜中 俊森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 538－ 2 〃 アタマ 32．3�
68 � オリエンタルキング 牡4黒鹿57 荻野 極 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 イワミ牧場 B506－141：58．3大差 107．6�
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売 得 金
単勝： 45，241，200円 複勝： 48，596，900円 枠連： 11，803，300円
馬連： 66，678，100円 馬単： 31，581，500円 ワイド： 59，710，400円
3連複： 95，509，100円 3連単： 134，587，100円 計： 493，707，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 220円 � 140円 � 220円 枠 連（5－7） 630円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 530円 �� 970円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 17，160円

票 数

単勝票数 計 452412 的中 � 49839（3番人気）
複勝票数 計 485969 的中 � 50352（3番人気）� 116377（2番人気）� 49641（5番人気）
枠連票数 計 118033 的中 （5－7） 14513（3番人気）
馬連票数 計 666781 的中 �� 33488（6番人気）
馬単票数 計 315815 的中 �� 8479（10番人気）
ワイド票数 計 597104 的中 �� 29073（7番人気）�� 14931（11番人気）�� 33482（5番人気）
3連複票数 計 955091 的中 ��� 18246（15番人気）
3連単票数 計1345871 的中 ��� 5683（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．5―37．7―50．8―1：03．4―1：15．7―1：28．4―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カネトシブルーム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．1．8 中京1着

2019．5．23生 牡4芦 母 ア サ ケ ゴ マ 母母 ソーラーヴィジョン 10戦2勝 賞金 17，000，000円



04067 2月26日 曇 稍重 （5阪神1） 第6日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減

本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 400，000
400，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

712� プレイテシア 牝4栗 56 川須 栄彦水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 416± 01：13．1 9．1�
815 イチローイチロー 牡4鹿 58

56 △角田 大河泉 一郎氏 北出 成人 新冠 村上 雅規 420± 01：13．31� 136．5�
47 ピースキーパー 牝4栗 56 戸崎 圭太 �ゴールドアップ・

カンパニー 奥村 豊 新ひだか ゴールドアップカンパニー 436－ 21：13．4� 10．8�
23 トモジャアルマンド 牡6鹿 58 国分 恭介吉冨 学氏 大根田裕之 浦河 丸村村下

ファーム 504－ 41：13．5クビ 40．7�
610 パレドジュスティス 牝5芦 56 �島 良太 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 468－ 21：13．6� 108．0	
611 サイモンカーチス 牡4鹿 58

55 ▲川端 海翼澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B490＋ 4 〃 同着 171．4

713� パレフォーコン 牡4鹿 58

55 ▲今村 聖奈 H.F Association �島 一歩 新冠 ハクレイファーム 438－ 8 〃 アタマ 9．0�
35 リッキーヤスオカ 牡4栗 58 岩田 望来 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 492－ 21：13．7� 6．3�
46 レディアリエス 牝5鹿 56 幸 英明 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 484＋ 41：13．8クビ 22．4
58 � ナオミニデレデレヤ 牝4栗 56 荻野 極塩澤 正樹氏 畑端 省吾 新ひだか 乾 皆雄 480＋ 41：13．9� 109．4�
11 ビップアクア 牝4栗 56 森 裕太朗鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 B444－101：14．11� 87．3�
34 テイエムフェロー 牡4鹿 58 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 488－ 41：14．2� 4．0�
22 クリーンジーニアス 牝4鹿 56 団野 大成石橋 和夫氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 450＋ 2 〃 ハナ 2．4�
814� ファイティング 	6栗 58 長岡 禎仁田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 笹島 政信 490± 01：14．51� 156．0�
59 ランスオブミューズ 牝5鹿 56 城戸 義政五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 462± 01：15．56 248．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 50，863，700円 複勝： 62，984，700円 枠連： 17，366，700円
馬連： 71，437，900円 馬単： 29，800，600円 ワイド： 66，243，300円
3連複： 103，919，400円 3連単： 115，766，500円 計： 518，382，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 320円 � 3，400円 � 290円 枠 連（7－8） 10，100円

馬 連 �� 55，360円 馬 単 �� 75，250円

ワ イ ド �� 13，930円 �� 1，580円 �� 17，670円

3 連 複 ��� 137，210円 3 連 単 ��� 922，310円

票 数

単勝票数 計 508637 的中 � 44405（5番人気）
複勝票数 計 629847 的中 � 56173（6番人気）� 4067（14番人気）� 62831（5番人気）
枠連票数 計 173667 的中 （7－8） 1332（20番人気）
馬連票数 計 714379 的中 �� 1000（65番人気）
馬単票数 計 298006 的中 �� 297（100番人気）
ワイド票数 計 662433 的中 �� 1210（66番人気）�� 11119（18番人気）�� 953（70番人気）
3連複票数 計1039194 的中 ��� 568（182番人気）
3連単票数 計1157665 的中 ��� 91（1074番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．2―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．8―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�プレイテシア �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Galileo

2019．1．21生 牝4栗 母 プリオバーン 母母 Tropical Lake 7戦1勝 賞金 8，800，000円
初出走 JRA

〔その他〕 テイエムフェロー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムフェロー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年3月26日まで出走できない。

04068 2月26日 曇 稍重 （5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55�5歳以上56�
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

11 ス ミ 牝4鹿 55 池添 謙一市川義美ホール
ディングス� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 41：54．2 12．3�

48 ヴェールアップ 牝5芦 56 �島 克駿 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 492－ 61：54．3� 6．9�
612 デルマセドナ 牝4青鹿55 高倉 稜浅沼 廣幸氏 田中 克典 千歳 社台ファーム 468－ 41：54．4� 17．7�
714 ラフリッグフェル 牝6栗 56 岩田 康誠 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 438± 01：54．5� 53．2�
713 レ ヴ ー ル 牝4鹿 55 浜中 俊前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 6 〃 ハナ 1．9	
35 エ ル ソ ー ル 牝5鹿 56 団野 大成 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 440＋ 41：54．6クビ 11．2

36 マテンロウルビー 牝5鹿 56 岩田 望来寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 462＋14 〃 クビ 54．9�
24 ワーフデール 牝4栗 55 幸 英明�G1レーシング 森田 直行 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 アタマ 11．6�
12 � フローラルドレス 牝6鹿 56 国分 優作髙橋 正雄氏 森田 直行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436＋ 41：54．81� 103．3
510 ヴァンルーラー 牝4鹿 55

52 ▲今村 聖奈サイプレスホール
ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 456－ 41：54．9クビ 12．4�

47 ダンツチョイス 牝8栗 56
54 △角田 大河山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 470－ 4 〃 クビ 20．0�

23 グレナデンシロップ 牝4黒鹿 55
52 ▲川端 海翼吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 444－ 81：55．11� 95．3�

59 ウォーターアンク 牝5栗 56 国分 恭介山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 488＋ 21：55．52� 23．8�
815� ウインホノカ 牝7鹿 56

53 ▲大久保友雅山口謙太郎氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 418－ 61：55．71 205．7�
816 センタースリール 牝4鹿 55 松田 大作中澤 利文氏 本間 忍 日高 高山 博 470－ 61：56．02 43．8�
611 ウインルーア 牝5鹿 56 和田 竜二�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 42：00．2大差 49．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，966，500円 複勝： 69，012，800円 枠連： 17，039，200円
馬連： 79，999，900円 馬単： 33，272，800円 ワイド： 83，370，300円
3連複： 133，812，600円 3連単： 131，166，400円 計： 597，640，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 380円 � 270円 � 400円 枠 連（1－4） 2，800円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 8，740円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 2，450円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 14，620円 3 連 単 ��� 82，190円

票 数

単勝票数 計 499665 的中 � 32378（5番人気）
複勝票数 計 690128 的中 � 45635（5番人気）� 73744（3番人気）� 42963（6番人気）
枠連票数 計 170392 的中 （1－4） 4702（12番人気）
馬連票数 計 799999 的中 �� 16031（12番人気）
馬単票数 計 332728 的中 �� 2852（30番人気）
ワイド票数 計 833703 的中 �� 14707（14番人気）�� 8667（26番人気）�� 12499（18番人気）
3連複票数 計1338126 的中 ��� 6863（48番人気）
3連単票数 計1311664 的中 ��� 1157（254番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．6―50．3―1：03．4―1：16．2―1：28．8―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ミ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．8．21 札幌4着

2019．5．25生 牝4鹿 母 マーヴェリックス 母母 エ ル ノ ヴ ァ 12戦3勝 賞金 34，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインルーア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月26日まで平地競走に

出走できない。



04069 2月26日 曇 良 （5阪神1） 第6日 第9競走 ��3，000�
しょうらい

松籟ステークス
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，R4．2．26以降R5．2．19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 1，840，000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
3：02．4
3：01．0

良
良

812 ゼ ー ゲ ン 牡8青鹿55 �島 克駿�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 23：06．7 64．8�

68 タイムオブフライト 牡4鹿 55 岩田 康誠�G1レーシング 辻野 泰之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442＋ 8 〃 クビ 2．8�

57 ホウオウエクレール 牡6鹿 57 戸崎 圭太小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 512＋123：06．8クビ 19．5�
45 ビ ジ ン 牝4黒鹿53 池添 謙一菅藤 孝雄氏 武 英智 新ひだか 飛野牧場 464± 03：06．9� 17．1�
711 アイブランコ 牡6栗 54 松田 大作ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 512－ 63：07．0� 127．3�
11 レ ベ ラ ン ス 牡5鹿 55 岩田 望来 	キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B468－ 4 〃 クビ 5．7

69 ナムラカミカゼ 牡6鹿 55 酒井 学奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 496± 03：07．21� 6．9�
44 セブンデイズ 牡5青鹿56 和田 竜二前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 488－10 〃 ハナ 48．6�
710 タイセイシリウス �6鹿 53 角田 大河田中 成奉氏 高野 友和 浦河 酒井牧場 494－ 2 〃 クビ 57．1
56 シ ロ ニ イ 牡9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 B520＋ 83：07．41 11．1�
33 	 ア ス テ ィ �7栗 55 浜中 俊山口謙太郎氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 428－ 23：07．5� 15．6�
813 エドノフェリーチェ 牝6芦 55 団野 大成遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B460－ 43：07．6� 32．8�
22 メイショウブレゲ 牡4栗 55 今村 聖奈松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 468＋ 43：08．13 4．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，641，300円 複勝： 75，513，800円 枠連： 19，983，100円
馬連： 105，092，600円 馬単： 41，169，800円 ワイド： 92，597，100円
3連複： 174，337，300円 3連単： 187，338，300円 計： 752，673，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，480円 複 勝 � 1，260円 � 160円 � 470円 枠 連（6－8） 1，960円

馬 連 �� 8，510円 馬 単 �� 23，970円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 12，910円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 42，780円 3 連 単 ��� 460，400円

票 数

単勝票数 計 566413 的中 � 6987（12番人気）
複勝票数 計 755138 的中 � 12120（12番人気）� 169690（1番人気）� 35889（7番人気）
枠連票数 計 199831 的中 （6－8） 7892（9番人気）
馬連票数 計1050926 的中 �� 9566（29番人気）
馬単票数 計 411698 的中 �� 1288（64番人気）
ワイド票数 計 925971 的中 �� 11345（25番人気）�� 1799（65番人気）�� 18822（15番人気）
3連複票数 計1743373 的中 ��� 3056（108番人気）
3連単票数 計1873383 的中 ��� 295（800番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．0―12．4―12．9―13．0―13．3―14．2―13．1―12．6―12．1―11．6―11．3―11．7―12．4

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�
12．9―24．1―36．1―48．5―1：01．4―1：14．4―1：27．7―1：41．9―1：55．0―2：07．6―2：19．7―2：31．3

2，600� 2，800�
―2：42．6―2：54．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼ ー ゲ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2018．4．22 東京1着

2015．5．9生 牡8青鹿 母 ソ ベ ラ ニ ア 母母 Sasuela 18戦4勝 賞金 57，650，000円

04070 2月26日 曇 良 （5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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：05．8

良
良

44 ビッグシーザー 牡3芦 57 幸 英明幅田 昌伸氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 502± 01：08．6 1．3�
33 ブーケファロス 牡3鹿 56 戸崎 圭太矢野まり子氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 438－ 61：09．02 24．7�
89 オメガシンフォニー 牝3栗 54 横山 和生原 	子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 478－121：09．42
 26．4�
77 ミルトクレイモー 牡3鹿 56 岩田 望来永山 勝敏氏 中村 直也 浦河 大北牧場 500± 01：09．5
 7．1�
810 アームズレイン 牡3鹿 56 �島 克駿杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 492＋ 21：09．82 42．0�
11 ト ー ル キ ン 牡3鹿 56 岩田 康誠吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 494－ 21：09．9クビ 12．2�
66 � エ コ ロ ア イ 牝3鹿 54 和田 竜二原村 正紀氏 森 秀行 米 Doug Branham &

Felicia Branham 508± 01：10．0
 136．4	
55 ウ メ ム ス ビ 牡3黒鹿56 角田 大河 
紀州ほそ川飼料 新谷 功一 日高 奥山牧場 448－ 61：10．1 30．4�
22 コーパスクリスティ 牡3栗 56 池添 謙一吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：10．73
 8．6�
78 バ レ リ ー ナ 牝3栗 54 浜中 俊石川 達絵氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 452－ 81：11．55 34．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 86，756，000円 複勝： 259，693，600円 枠連： 18，006，200円
馬連： 110，150，800円 馬単： 77，560，100円 ワイド： 104，570，500円
3連複： 166，906，900円 3連単： 382，751，900円 計： 1，206，396，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 290円 � 410円 枠 連（3－4） 970円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 460円 �� 680円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 15，730円

票 数

単勝票数 計 867560 的中 � 514463（1番人気）
複勝票数 計2596936 的中 � 2026758（1番人気）� 59570（5番人気）� 37406（7番人気）
枠連票数 計 180062 的中 （3－4） 14318（5番人気）
馬連票数 計1101508 的中 �� 84359（4番人気）
馬単票数 計 775601 的中 �� 46701（4番人気）
ワイド票数 計1045705 的中 �� 65816（4番人気）�� 42053（6番人気）�� 7411（29番人気）
3連複票数 計1669069 的中 ��� 19650（22番人気）
3連単票数 計3827519 的中 ��� 17630（54番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．5―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．8―45．4―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグシーザー �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 Tale of Ekati デビュー 2022．8．21 小倉3着

2020．3．10生 牡3芦 母 アンナペレンナ 母母 Maria’s Storm 6戦4勝 賞金 61，912，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 アームズレイン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔その他〕 コーパスクリスティ号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

１レース目



04071 2月26日 曇 良 （5阪神1） 第6日 第11競走 ��
��1，400�第67回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減，R4．2．26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，
R4．2．25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 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

611 ア グ リ 牡4青鹿57 横山 和生三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：19．5 3．8�
35 ダディーズビビッド 牡5鹿 57 浜中 俊田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 514－12 〃 クビ 12．0�
815 ホウオウアマゾン 牡5栗 57 国分 優作小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514－ 41：19．92� 24．4�
714 グレイイングリーン 牡5芦 57 団野 大成青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 504＋101：20．11 52．1�
48 ショウナンアレス 牡5鹿 57 戸崎 圭太国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 546± 0 〃 ハナ 32．6�
816 ルプリュフォール 	7鹿 57 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 アタマ 14．3	
47 グレナディアガーズ 牡5鹿 57 岩田 望来 
サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 1．7�
612 ミッキーブリランテ 牡7鹿 57 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 アタマ 80．3�
23 サトノラムセス 牡5鹿 57 池添 謙一里見 治氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 486± 01：20．2� 16．7
36 ロードベイリーフ 牡6黒鹿57 酒井 学 �ロードホースクラブ 森田 直行 浦河 大北牧場 498＋ 6 〃 クビ 265．3�
510 リレーションシップ 牡6鹿 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：20．41 46．7�
713 ラルナブリラーレ 牝6鹿 55 
島 克駿 
社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 486＋ 41：20．5クビ 85．8�
59 メイショウケイメイ 牝7鹿 55 角田 大河松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 430－ 2 〃 ハナ 377．5�
24 ホープフルサイン 牡7黒鹿57 幸 英明 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B510± 0 〃 クビ 27．7�
12 メイショウチタン 牡6黒鹿57 荻野 極松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 488＋ 21：20．92� 52．3�

（15頭）
11 メイショウベンガル 牡6芦 57 高倉 稜松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 239，743，600円 複勝： 306，723，500円 枠連： 107，482，400円
馬連： 613，961，200円 馬単： 277，360，000円 ワイド： 495，474，800円
3連複： 1，292，282，800円 3連単： 1，829，861，200円 計： 5，162，889，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 360円 � 550円 枠 連（3－6） 2，430円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，190円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 11，530円 3 連 単 ��� 44，260円

票 数

単勝票数 差引計2397436（返還計 1073） 的中 � 492890（2番人気）
複勝票数 差引計3067235（返還計 1788） 的中 � 511157（2番人気）� 210945（3番人気）� 125863（6番人気）
枠連票数 差引計1074824（返還計 171） 的中 （3－6） 34190（8番人気）
馬連票数 差引計6139612（返還計 6825） 的中 �� 195470（7番人気）
馬単票数 差引計2773600（返還計 3092） 的中 �� 54446（10番人気）
ワイド票数 差引計4954748（返還計 7742） 的中 �� 150778（7番人気）�� 107428（13番人気）�� 48527（25番人気）
3連複票数 差引計12922828（返還計 27896） 的中 ��� 84044（35番人気）
3連単票数 差引計18298612（返還計 32412） 的中 ��� 29970（122番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．3―11．2―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―33．9―45．2―56．4―1：07．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．3
3 2，11，15，5（6，7）（3，12）10（8，4）14，9，13＝16 4 2，11，15（5，7）6（3，12）（10，4）（8，14）9－13－16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア グ リ �
�
父 Caravaggio �

�
母父 War Front デビュー 2021．6．26 阪神3着

2019．3．4生 牡4青鹿 母 オールドタイムワルツ 母母 Together 9戦5勝 賞金 94，089，000円
〔出走取消〕 メイショウベンガル号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 ショウナンアレス号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアグリ号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

04072 2月26日 曇 稍重 （5阪神1） 第6日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

612 ク レ ア 牝4鹿 56 横山 典弘中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 512－ 41：11．6 10．9�
47 ゼットノヴァ 牡4青鹿58 和田 竜二�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 21：11．7� 5．3�
713 メ ル シ ー 牝4青鹿 56

53 ▲今村 聖奈 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新冠 富本 茂喜 418＋ 21：12．33� 14．1�
816 スマートラプター 牡4黒鹿58 幸 英明大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 524＋ 2 〃 クビ 1．7�
510 ペプチドサンライズ 牡5鹿 58 酒井 学沼川 一彦氏 木原 一良 日高 ファーミングヤナキタ 448－ 21：12．72� 31．8	
24 メイショウフンケイ 牡5栗 58 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 518－ 2 〃 ハナ 5．7

611� メイショウミツヤス 牡5鹿 58 浜中 俊松本 好�氏 南井 克巳 浦河 斉藤英牧場 518－ 41：12．8� 21．8�
815	 ヨ ー デ ル 牡4栗 58 岩田 望来小松 達昌氏 森 秀行 米 Mercedes

Stable LLC B518± 01：12．9� 67．1
23 コズミックランナー 牡6栗 58 荻野 極�ノースヒルズ 長谷川浩大 新ひだか 土居牧場 452－ 21：13．0� 340．7�
714 オ ス テ リ ア 牡4栗 58

56 △角田 大河 �吉澤ホールディングス 宮本 博 新ひだか 広田牧場 498－ 8 〃 ハナ 35．4�
36 ジョウショーリード 牝6黒鹿56 高倉 稜熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 484± 01：13．31� 319．7�
59 メイショウフォイル 牡6鹿 58 国分 恭介松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 524＋181：13．4� 205．2�
12 ゴッドクインビー 牝4鹿 56 岩田 康誠中西 憲治氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 442± 0 〃 ハナ 62．5�
35 サウンドブライアン 牡5芦 58 
島 克駿増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 486＋ 41：13．61� 138．4�
48 コ ウ イ チ 牡6芦 58 川須 栄彦桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 498－ 81：13．81 101．2�
11 ドラゴンズバック 牡6鹿 58 松田 大作田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 468－141：14．11� 471．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，452，400円 複勝： 107，832，100円 枠連： 34，024，400円
馬連： 164，943，700円 馬単： 72，207，500円 ワイド： 149，196，200円
3連複： 256，960，400円 3連単： 340，990，100円 計： 1，227，606，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 290円 � 200円 � 330円 枠 連（4－6） 1，810円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 6，450円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，670円 �� 830円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 54，500円

票 数

単勝票数 計1014524 的中 � 74134（4番人気）
複勝票数 計1078321 的中 � 93990（4番人気）� 159216（2番人気）� 77310（5番人気）
枠連票数 計 340244 的中 （4－6） 14502（6番人気）
馬連票数 計1649437 的中 �� 42985（10番人気）
馬単票数 計 722075 的中 �� 8396（18番人気）
ワイド票数 計1491962 的中 �� 44773（10番人気）�� 22338（17番人気）�� 47223（9番人気）
3連複票数 計2569604 的中 ��� 23172（24番人気）
3連単票数 計3409901 的中 ��� 4536（153番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―46．8―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク レ ア �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2021．12．18 阪神1着

2019．5．19生 牝4鹿 母 バ ル ビ ー ナ 母母 ストーミーマターズ 8戦3勝 賞金 27，240，000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 キタノエクスプレス号・マイトレジャーフジ号

４レース目



（5阪神1）第6日 2月26日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

281，120，000円
8，210，000円
37，680，000円
1，570，000円
37，280，000円
78，325，000円
4，957，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
865，654，900円
1，278，022，600円
290，097，700円
1，525，020，600円
719，011，800円
1，348，995，600円
2，715，704，900円
3，714，845，100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 12，457，353，200円

総入場人員 10，134名 （有料入場人員 9，793名）
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