
07005 2月28日 晴 良 （27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20分 （芝・右・外）

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
1：44．5
1：43．9

良
良

510 エアルーティーン 牝3栗 54 武 豊 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム 512－ 41：49．0 2．9�
611 ミッキーカーニバル 牝3鹿 54 岩田 康誠野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 クビ 4．5�
35 アイリーグレイ 牝3芦 54 柴山 雄一前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋ 2 〃 ハナ 24．2�
11 ゴールドグローリー 牝3栗 54 C．デムーロ 居城 要氏 友道 康夫 新冠 北勝ファーム 496± 01：49．42� 4．1�

（仏）

24 ロイヤルストリート 牝3鹿 54 福永 祐一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 418 ― 〃 アタマ 6．8	
713 プリモレガーロ 牝3鹿 54 浜中 俊 
シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－ 21：49．5� 10．8�
36 エクラドレーヴ 牝3栗 54 和田 竜二 
キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 398－ 41：49．81� 26．3�
59 ユヴェーレン 牝3鹿 54 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 41：50．11� 15．6

（独）

816 スーサンヘイロー 牝3鹿 54 秋山真一郎林 進氏 松田 国英 新冠 協和牧場 432－ 21：50．31� 37．0�
47 リ プ カ 牝3栗 54 藤田 伸二佐藤 理氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 366－ 61：50．4� 142．6�
48 マツリダカーニバル 牝3鹿 54 幸 英明一村 哲也氏 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 428 ―1：50．5� 54．4�
23 サンデージーク 牝3芦 54 松岡 正海松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 478－ 21：51．24 376．6�
12 テイエムトナカイ 牝3栗 54 岡田 祥嗣竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 日高テイエム

牧場株式会社 450－ 41：51．52 444．6�
815 ファインドミー 牝3鹿 54 勝浦 正樹飯田 正剛氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 460－ 61：51．6� 307．1�
714 シャイニーセルヴァ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 450－121：52．34 507．1�
612 ラウレアワヒネ 牝3栗 54 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 458± 01：52．93� 276．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，178，200円 複勝： 42，404，800円 枠連： 14，329，500円
馬連： 57，402，800円 馬単： 32，242，100円 ワイド： 31，659，800円
3連複： 76，462，200円 3連単： 101，500，300円 計： 386，179，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 360円 枠 連（5－6） 560円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 310円 �� 870円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 12，470円

票 数

単勝票数 計 301782 的中 � 82509（1番人気）
複勝票数 計 424048 的中 � 104132（1番人気）� 75121（2番人気）� 20848（7番人気）
枠連票数 計 143295 的中 （5－6） 19686（2番人気）
馬連票数 計 574028 的中 �� 61471（2番人気）
馬単票数 計 322421 的中 �� 18210（2番人気）
ワイド票数 計 316598 的中 �� 29818（2番人気）�� 8786（12番人気）�� 7320（14番人気）
3連複票数 計 764622 的中 ��� 16100（12番人気）
3連単票数 計1015003 的中 ��� 5897（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―35．9―48．3―1：00．5―1：13．0―1：25．2―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．0
3 16，13（8，10，9，15）（4，5）（1，11）6（2，3）（7，12）14 4 16，13（9，15）8（4，10，5）（1，11）（2，6）3－（7，12）－14

勝馬の
紹 介

エアルーティーン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．18 中京3着

2012．5．13生 牝3栗 母 エアマグダラ 母母 エアデジャヴー 3戦1勝 賞金 7，250，000円
※ファインドミー号は，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。

07006 2月28日 晴 良 （27阪神1）第1日 第6競走 ��
��2，200�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・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
2：10．1
2：10．0

良
良

22 ヴァーサトル 牡3黒鹿56 浜中 俊水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 486＋162：14．8 5．9�
11 アドマイヤホーク 牡3栗 56 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 474－ 62：15．22� 6．5�
34 マイネルリコルド 牡3鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 日高 荒井ファーム 500＋ 42：15．41� 6．9�
47 トミケンルーシッド 牡3栗 56 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 松永 康利 新ひだか 佐藤 陽一 460－ 42：15．61� 367．3�
611 ハギノパトリオット 牡3黒鹿56 C．デムーロ 日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 466＋ 22：15．91	 7．6�

（仏）

59 ハ ナ イ チ ゲ 牝3芦 54 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 沖田 博志 430± 02：16．0� 94．6

23 マスタープラマー 牡3栗 56 酒井 学岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 450－ 42：16．31	 286．2�
814 ゼンノブレーメン 牡3鹿 56 福永 祐一大迫久美子氏 石坂 正 新冠 村上 欽哉 480－ 42：16．4	 2．0�
35 マイネルマーゴ 牡3栗 56 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 500－ 42：16．5� 79．8
815 ルートヴィヒコード 牡3鹿 56 藤田 伸二�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 6 〃 クビ 10．0�
713 ジョーグラファイト 牡3鹿 56 小牧 太上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 高橋 修 494－ 62：16．71� 123．9�
58 テイエムソラトブ 牡3栗 56 太宰 啓介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 458＋ 22：16．8クビ 93．8�
46 モ ー メ ン ツ 牡3鹿 56 柴山 雄一	山際牧場 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 496－102：17．12 164．3�
610 コスモスピカ 牡3鹿 56 熊沢 重文 	ビッグレッドファーム 金成 貴史 浦河 秋場牧場 486－ 82：17．63 217．7�
712 ヤマニントライブ 牡3栗 56 武 豊土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 472－ 22：18．77 71．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，874，100円 複勝： 35，151，800円 枠連： 15，493，100円
馬連： 48，223，000円 馬単： 32，172，500円 ワイド： 27，581，200円
3連複： 66，773，700円 3連単： 97，011，100円 計： 350，280，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 190円 � 190円 枠 連（1－2） 1，940円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 610円 �� 680円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 22，680円

票 数

単勝票数 計 278741 的中 � 37278（2番人気）
複勝票数 計 351518 的中 � 47860（3番人気）� 48735（2番人気）� 46483（4番人気）
枠連票数 計 154931 的中 （1－2） 6173（6番人気）
馬連票数 計 482230 的中 �� 20721（6番人気）
馬単票数 計 321725 的中 �� 6565（12番人気）
ワイド票数 計 275812 的中 �� 11701（6番人気）�� 10374（8番人気）�� 10739（7番人気）
3連複票数 計 667737 的中 ��� 12606（11番人気）
3連単票数 計 970111 的中 ��� 3101（62番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．9―12．6―12．4―12．3―12．7―12．5―12．2―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．4―36．3―48．9―1：01．3―1：13．6―1：26．3―1：38．8―1：51．0―2：02．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァーサトル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．8．10 小倉8着

2012．3．25生 牡3黒鹿 母 シャルマンスタイル 母母 ア ビ 8戦1勝 賞金 11，800，000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。


