
０７００６ ２月２８日 晴 稍重 （２１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５０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

４８ ショウサンウルル 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠鈴木 昭和氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４６０ ―１：２７．１ １０．７�

７１３� コスモナダル 牡３黒鹿５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪
Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４５０ ―１：２７．８４ １７．５�
６１２ ファッショナブル 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成藤本 直弘氏 加用 正 日高 藤本 直弘 ４４４ ―１：２８．５４ １３．５�
１１ ヒシチャプター 牡３栗 ５６ 福永 祐一阿部雅一郎氏 的場 均 新冠 対馬 正 ４９２ ―１：２９．０３ ８．７�
６１１ エムテイハチマン 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４３０ ―１：２９．１� ５２．８�
７１４ ボーセジュール 牝３鹿 ５４ 石橋 守岡田 牧雄氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド ４４４ ― 〃 クビ １５．６�
５９ チ ェ ン ジ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４９０ ― 〃 アタマ ２．９	
３６ ベアオンワード 牡３栗 ５６

５４ △田中 克典樫山 ハル氏 柴田 政見 浦河 オンワード牧場 ４５０ ―１：２９．８４ １６４．５

１２ タピルージュ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�下河辺牧場 中尾 正 日高 下河辺牧場 ４６２ ―１：２９．９� ６．７�
８１６ シースピアー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４８２ ―１：３０．０� １４．０�
２３ ウマヒトスジ 牝３鹿 ５４ 幸 英明伊東 政清氏 山内 研二 静内 佐竹 学 ４６６ ―１：３０．２１ ６３．８
３５ � コスモエクスプレス 牡３芦 ５４ 川島 信二 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 豪 Copabella

Pty Ltd ５１２ ―１：３０．６２� ４６．１�
２４ キンショーアイドル 牝３黒鹿５４ 佐藤 哲三礒野日出夫氏 中村 均 新冠 村上 雅規 ４７２ ―１：３１．１３ ６６．６�
８１５ スピードジャンボ 牡３芦 ５６

５３ ▲田村 太雅�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７６ ―１：３１．３１� １８３．４�
４７ マイネルリンク 牡３栗 ５６

５３ ▲船曳 文士 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 北出 成人 新冠 ビッグレッドファーム ４８０ ―１：３３．７大差 １４６．１�

５１０ ヒゼンノキセキ 牡３青鹿５６ 四位 洋文�前川企画 伊藤 正徳 平取 高橋 幸男 ４７６ ― （競走中止） ５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１９７，６００円 複勝： ２０，８５３，７００円 枠連： １８，８２９，５００円

普通馬連： ４４，０８４，４００円 馬単： ３２，４９３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９４０，５００円

３連複： ５４，１７６，４００円 ３連単： ８３，０３７，４００円 計： ２８４，６１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３１０円 � ４６０円 � ３７０円 枠 連（４－７） ４，４２０円

普通馬連 �� ９，９２０円 馬 単 �� １９，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５４０円 �� １，７４０円 �� ２，９６０円

３ 連 複 ��� ２９，９５０円 ３ 連 単 ��� １７３，１２０円

票 数

単勝票数 計 １６１９７６ 的中 � １２００２（５番人気）
複勝票数 計 ２０８５３７ 的中 � １８６７４（５番人気）� １１３８６（９番人気）� １５１２９（６番人気）
枠連票数 計 １８８２９５ 的中 （４－７） ３１５０（１７番人気）
普通馬連票数 計 ４４０８４４ 的中 �� ３２８０（３５番人気）
馬単票数 計 ３２４９３４ 的中 �� １２４９（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４９４０５ 的中 �� １４４８（３４番人気）�� ２１３５（２２番人気）�� １２３５（３６番人気）
３連複票数 計 ５４１７６４ 的中 ��� １３３５（９６番人気）
３連単票数 計 ８３０３７４ 的中 ��� ３５４（５３５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．５―１２．３―１２．９―１２．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３６．５―４８．８―１：０１．７―１：１４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウサンウルル �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Kingmambo 初出走

２００６．５．２６生 牝３鹿 母 キングズラヴ 母母 Love From the Air １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ヒゼンノキセキ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルリンク号は，平成２１年３月３１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 ウインドカッター号・グッドアジャイル号・ショウナンタイリン号・スターペスレイコ号・マジックアロー号・

ラプターストーム号


