
０６０１３ ２月２５日 晴 良 （１９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１０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
１：４８．４

重

重

６１２ インプレスゴールド 牝３栗 ５４ 長谷川浩大下河辺隆行氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４２８－ ６１：５８．１ ２８．１�

２４ � ユキノシクラメン 牝３鹿 ５４ 須貝 尚介遠藤 宗義氏 須貝 彦三 門別 浜本牧場 ４８８－ ６１：５８．２� ６．９�
３６ メ リ ッ サ 牝３鹿 ５４ 武 豊岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４６０＋ ４１：５８．３クビ １．５�
３５ � パーシピエント 牝３黒鹿５４ 川田 将雅 �社台レースホース浅見 秀一 追分 追分ファーム ４８２± ０ 〃 クビ １３．０�
８１６�� エプソムキララ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 西橋 豊治 門別 浦新 徳司 ４５０＋ ４１：５８．８３ ５．０�
７１４ イタリアンオリーブ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎 �社台レースホース田所 秀孝 千歳 社台ファーム ４４２－１０ 〃 クビ １８．３	
５１０� ロ ケ ラ ニ 牝３黒鹿５４ 川島 信二金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４５８－１０１：５９．１２ ３３８．５

４７ ファンドリソング 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 克典水戸 富雄氏 岩元 市三 浦河 中脇 満 ４４０－ ６１：５９．４１� ４５９．９�
６１１� リバーストーン 牝３黒鹿５４ 本田 優瀬渡 良三氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４３０＋ ２２：００．０３� １２１．１�
２３ ニシノアリエナイ 牝３黒鹿５４ 幸 英明西山 茂行氏 北出 成人 鵡川 西山牧場 ４６２＋ ２２：００．１� ５３．５
１１ オーミメリッサ 牝３青 ５４

５１ ▲北村 友一岩� 僖澄氏 田島 良保 三石 三石ビクト
リーファーム ４１４－ ４ 〃 クビ ５２．７�

８１５� シャインジュエリー 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７０－ ２２：００．７３� ２５５．３�
５９ � パワフルメーカー 牝３鹿 ５４ A．スボリッチ �ターフ・スポート柴田 光陽 静内 聖心台牧場 ５００－ ６２：０１．１２� ３３５．５�

（独）

１２ ベターデイズ 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎鷹野 馨氏 安藤 正敏 浦河 永田 克之 ４２０－ ４２：０１．３１� １５１．８�
４８ � エリモウィッチ 牝３黒鹿５４ 佐久間寛志山本 敏晴氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４８４＋ ８２：０３．３大差 ８３５．８�
７１３� ホ シ ノ マ ル 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介星野初太郎氏 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 ５０２＋ ２ （競走中止） ６２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，３９３，５００円 複勝： ２９，１２７，７００円 枠連： ２５，１７７，５００円

普通馬連： ８０，０８５，０００円 馬単： ９９，５１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，００１，５００円

３連複： １２７，５４９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４１２，８５３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２，８１０円 複 勝 � ３５０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（２－６） ５，９７０円

普通馬連 �� ５，８５０円 馬 単 �� １６，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ５１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ２，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４３９３５ 的中 � ６８５８（６番人気）
複勝票数 計 ２９１２７７ 的中 � １３１１６（６番人気）� ３５５２９（３番人気）� １１５５６９（１番人気）
枠連票数 計 ２５１７７５ 的中 （２－６） ３１１６（１２番人気）
普通馬連票数 計 ８００８５０ 的中 �� １０１０４（１６番人気）
馬単票数 計 ９９５１８８ 的中 �� ４５００（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７００１５ 的中 �� ４０２６（１７番人気）�� １３０６０（４番人気）�� ２５０２６（２番人気）
３連複票数 計１２７５４９８ 的中 ��� ３６７５５（９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１３．７―１４．１―１４．４―１３．６―１３．３―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３７．１―５１．２―１：０５．６―１：１９．２―１：３２．５―１：４５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３８．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

インプレスゴールド �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００６．１２．９ 阪神１２着

２００４．４．１０生 牝３栗 母 ビューティフルゴールド 母母 Before Dawn ５戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔競走中止〕 ホシノマル号は，競走中に疾病〔右腸骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ユキノシクラメン号の騎手須貝尚介は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリモウィッチ号は，平成１９年３月２５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〕 エリモウィッチ号は，平成１９年３月２５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 コデマリ号
※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。



０６０１４ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

４７ オネストジョン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋藤本 直弘氏 山本 正司 門別 藤本 直弘 ５１０＋ ２１：１２．９ ４６．８�

３５ � テーオーギャング 牡３黒鹿５６ 芹沢 純一小笹 公也氏 鹿戸 幸治 新冠 ビッグレッドファーム ５００＋ ４１：１３．０� ４．３�
２３ セレブラール 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４６６－ ８１：１３．８５ １０．４�
１１ � トウショウブリッツ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６２± ０１：１３．９� ２．８�
４８ � カリスマダンディー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４８６－ ２１：１４．２１� ２０．２�
２４ � レッドシャトル 牝３鹿 ５４

５１ ▲北村 友一武田 茂男氏 田島 良保 新冠 須崎牧場 ４５６－１０１：１４．５１� ８．８	
８１６ バトルスクワート 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 太宰 義人 えりも 能登 浩 ４６６－ ４ 〃 クビ ４．２

６１２ ブラックマジック 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６２－ ４１：１５．１３� ２８．２�
７１４ メイショウハナミチ 牡３栗 ５６ M．デムーロ松本 好雄氏 伊藤 雄二 静内 藤原牧場 ４４６－ ２１：１５．３１� １２．２�

（伊）

５９ �� サンレイサイレンス 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦永井 啓弍氏 西橋 豊治 青森 畑内 与一 ４３８± ０１：１５．４� ３６６．６
１２ レッドソウル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文 �天羽	治牧場 古川 平 浦河 三栄牧場 ４４４－１０ 〃 クビ １４４．４�
３６ シゲルエファリスト 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 長浜 秀昭 ４７８－ ２１：１５．５クビ １５８．７�

（愛知）

６１１� ラガーマックス 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲上野 翔奥村 啓二氏 柴田 政見 静内 今 牧場 ４３６－１２１：１６．２４ ２４５．９�

５１０ マイデライト 牡３鹿 ５６
５３ ▲田村 太雅五影 隆則氏 川村 禎彦 静内 フジワラフアーム ３９８－ ６ 〃 クビ ４９６．８�

７１３�� サンタキング 牡３鹿 ５６ 金折 知則佐々木孝之氏 梅田 康雄 静内 友田牧場 ５４６＋ ８１：１６．３クビ ３７４．９�
８１５ スタグビートル 牡３鹿 ５６ 畑端 省吾山上 和良氏 坂口 正則 浦河 野村 正 ４７８＋１６ 〃 クビ ３９２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１２０，２００円 複勝： ２９，１３５，７００円 枠連： ２９，９０９，３００円

普通馬連： ９７，８２４，５００円 馬単： ９１，０００，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８２１，８００円

３連複： １３８，７０８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４３６，５２０，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４，６８０円 複 勝 � １，０００円 � ２２０円 � ２９０円 枠 連（３－４） ３，５００円

普通馬連 �� １０，４３０円 馬 単 �� ２９，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３００円 �� ４，０７０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ２７，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１１２０２ 的中 � ３５６０（９番人気）
複勝票数 計 ２９１３５７ 的中 � ６３０２（９番人気）� ４０９６４（３番人気）� ２７６６１（４番人気）
枠連票数 計 ２９９０９３ 的中 （３－４） ６３０９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ９７８２４５ 的中 �� ６９２４（２７番人気）
馬単票数 計 ９１００００ 的中 �� ２２５７（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８２１８ 的中 �� ３０３２（２５番人気）�� １６９１（３２番人気）�� ９３４０（８番人気）
３連複票数 計１３８７０８５ 的中 ��� ３７９０（５８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．３―１２．３―１１．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．０―３６．３―４８．６―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オネストジョン �
�
父 エイシンダンカーク �

�
母父 トウホーカムリ デビュー ２００６．１２．２３ 中京６着

２００４．５．２４生 牡３鹿 母 ハウンドトゥース 母母 ジーエムダイヤ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 シゲルエファリスト号の騎手船曳文士は，第１日第４競走での落馬負傷のため安部幸夫に変更。
※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。
（非当選馬） ２頭 グラスクイン号・トップオブバイオ号
※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。



０６０１５ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第３競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

２：２６．１
２：２２．１

良

良

８１６� ヒカリシャトル 牡３鹿 ５６ 本田 優當山 �則氏 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B５１６＋ ４２：２９．３ ８．９�

６１１� ケイアイケイマン 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 亀田 守弘氏 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４７６＋１２２：２９．９３� ６．４�
（仏）

７１４ ソウルオブジャパン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠太田 美實氏 友道 康夫 静内 藤原牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ２．１�
６１２� スズカストロング 牡３黒鹿５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋本 寿正 浦河 辻 牧場 ４９４＋ ４２：３０．１１� ３．７�
５１０� エリスシチー 牝３黒鹿５４ M．デムーロ �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４４４＋ ２２：３０．６３ １６．５�

（伊）

１２ � コスモアンファング 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 	ビッグレッドファーム 堀 宣行 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－ ２２：３０．７クビ １９．６

４８ � エクスペクトワン 牡３鹿 ５６ 幸 英明櫻井 正氏 谷 潔 浦河 小倉牧場 ４６４＋ ４２：３０．９１� ４０．０�
２４ � ダンスオンステージ 牡３青鹿５６ 長谷川浩大 	社台レースホース坂口 正大 千歳 社台ファーム B４８０－ ２２：３１．０� ７５．９�
５９ � アズマスペシャル 牡３鹿 ５６ 川田 将雅東 哲次氏 藤岡 健一 門別 日高大洋牧場 ５４４－ ６ 〃 ハナ ２２．４
３６ シュプリームローズ 牡３芦 ５６ 安部 幸夫 	社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４８０－ ４２：３１．３１	 １１６．９�

（愛知）

２３ �� エプソムブラスト 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 浜田 光正 静内 カントリー牧場 ４２８± ０２：３１．５１
 ２９７．６�

８１５� レッドザボックス 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎山本 慎一氏 中竹 和也 米 Frank
Hopewell ５６２＋ ２ 〃 クビ １４３．０�

４７ �� マチカネタヂカラオ 牡３鹿 ５６ 酒井 学細川 益男氏 西園 正都 三石 乾 皆雄 ４７６± ０２：３１．６� ５８．９�
１１ � カネコメハーシル 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉�岡 義雄氏 野元 昭 白老 社台牧場 ４４０＋１４２：３１．７クビ １６０．１�
３５ セイヴィクトリー 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔金田 成基氏 沖 芳夫 三石 三石川上牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ７０９．６�
７１３� ファインコマンダー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介加藤 守氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B４８０－ ４２：３２．２３ ７８３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６５４，８００円 複勝： ３１，７４４，２００円 枠連： ３４，１１２，７００円

普通馬連： ９５，１０４，３００円 馬単： ９８，６１５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７８０，９００円

３連複： １４６，２４４，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４６１，２５６，８００円

払 戻 金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２５０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（６－８） １，１８０円

普通馬連 �� ３，０００円 馬 単 �� ５，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ４３０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６６５４８ 的中 � ２３８１０（４番人気）
複勝票数 計 ３１７４４２ 的中 � ２４４９１（４番人気）� ３１６９１（３番人気）� １１６２７３（１番人気）
枠連票数 計 ３４１１２７ 的中 （６－８） ２１３３６（５番人気）
普通馬連票数 計 ９５１０４３ 的中 �� ２３４１８（１０番人気）
馬単票数 計 ９８６１５９ 的中 �� １２４４９（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７８０９ 的中 �� ６９９７（１１番人気）�� １７０６４（３番人気）�� ２２１５１（２番人気）
３連複票数 計１４６２４４０ 的中 ��� ５１０８３（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．２―１３．０―１３．１―１３．３―１３．６―１３．５―１３．１―１１．７―１０．７―１１．８

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―２３．３―３５．５―４８．５―１：０１．６―１：１４．９―１：２８．５―１：４２．０―１：５５．１―２：０６．８―２：１７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．２
１
３
１６，８－（９，１１）２（６，１５）（１，１４）（４，１２）３（７，１０）５，１３
１６，１５（８，１４）１１（１，１２）（９，２）（３，４，６，１０）（５，７）１３

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

勝馬の
紹 介

�ヒカリシャトル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１．８ 京都１０着

２００４．３．２２生 牡３鹿 母 プレシャスキール 母母 マルゼンキール ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 エプソムブラスト号の騎手石山繁は，第１日第４競走での落馬負傷のため渡辺薫彦に変更。

セイヴィクトリー号の騎手船曳文士は，第１日第４競走での落馬負傷のため上野翔に変更。
〔３走成績による出走制限〕 セイヴィクトリー号は，平成１９年３月２５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） ４頭 コレクトシチー号・タマモモダンタイム号・マイネルアクシオン号・ミッキーラブ号
（非抽選馬） ２頭 ヒカリポンペイ号・ラガーイメージ号
※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。



０６０１６ ２月２５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９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４０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� 基準タイム３：１７．４良・良

１１ ターボフラッシュ 牡６鹿 ６０ 出津 孝一釘田 静義氏 谷 潔 鹿児島 釘田フアーム ４８４－ ２３：２１．８ ２．６�

２２ �� ジャイアンツエール 牡５青鹿６０ 白浜 雄造栗坂 崇氏 友道 康夫 愛 Round
Hill Stud ５６４－ ２３：２１．９� ３．１�

３４ ニホンピロザプラウ 牡５栗 ６０ 佐久間寛志小林百太郎氏 田所 秀孝 浦河 杵臼牧場 ４９８＋１４３：２２．０クビ １０．６�
４６ メジロハスラー 牡５鹿 ６０ 今村 康成�メジロ牧場 岡田 稲男 伊達 メジロ牧場 ４８６－ ８３：２２．３１� １９．９�
３３ ト ー タ チ ス 牡５鹿 ６０ 仲田 雅興竹中 一彰氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４６６＋ ２３：２２．６２ １５．０�
７１２ アザンクール �４鹿 ５９ 高野 容輔山上 和良氏 坂口 正則 浦河 杵臼牧場 ４８０± ０３：２３．６６ ５２．７�
８１４ マイネルブーバリス 牡４栗 ５９ 江田 勇亮 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 三石 三石橋本牧場 ４８４＋ ８３：２４．３４ ５．０

７１１ デイトレーダー 牡４鹿 ５９ 南田 雅昭 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 青森 諏訪牧場 ４６４－ ６３：２４．６２ ３４．５�
６１０ クリスタルハート 牡４栗 ５９ 南井 大志小田 廣美氏 五十嵐忠男 門別 大沢育成牧場 ４７２－ ２３：２４．７クビ ４０．５�
４５ 	 トーワスラッガー 牡４黒鹿５９ 田中 亮齋藤 すゞ 氏 佐山 優 新冠 村本牧場 ４９４± ０３：２５．５５ １３９．６
５７ 	 ウィンディータイム 牝４鹿 ５７ 柴田 未崎�ターフ・スポート石栗 龍彦 門別 谷川畜産 ４６０－ ６３：２６．４５ １１９．０�
５８ ブルーノーザー 牡４黒鹿 ５９

５７ ▲水出 大介 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５２６－ ２ 〃 クビ １０２．８�

８１３� ディクタトル 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５３６± ０３：２６．５クビ ６１．３�
６９ � ノーモアウオー 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦池谷 誠一氏 武市 康男 門別 本間牧場 ４７６＋１２３：３３．８大差 ７７．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，９６４，９００円 複勝： １６，６３７，９００円 枠連： ３０，２７０，１００円

普通馬連： ６８，９３８，８００円 馬単： ７５，８９９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６８５，６００円

３連複： １２０，１１７，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３５２，５１４，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（１－２） ４３０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ６００円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０９６４９ 的中 � ６５４０２（１番人気）
複勝票数 計 １６６３７９ 的中 � ３８７０１（１番人気）� ３５９２６（２番人気）� １１６５０（５番人気）
枠連票数 計 ３０２７０１ 的中 （１－２） ５２９６９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８９３８８ 的中 �� １２９１１３（１番人気）
馬単票数 計 ７５８９９８ 的中 �� ７１７３５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６８５６ 的中 �� ２８８８２（１番人気）�� ７１６４（７番人気）�� ７７２０（６番人気）
３連複票数 計１２０１１７６ 的中 ��� ６４４９４（３番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５２．７－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ターボフラッシュ �
�
父 フラツシユオブステイール �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００３．７．１９ 小倉９着

２００１．３．２１生 牡６鹿 母 ノーザンスイフト 母母 ヒ タ チ 障害：５戦１勝 賞金 １２，７５０，０００円
〔騎手変更〕 ターボフラッシュ号の騎手石山繁は，第１日第４競走での落馬負傷のため出津孝一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３０頭 カツヨキャンドゥ号・キーンランドスワン号・グランドホイッスル号・グランプリゴールド号・

ゴールドスナイパー号・ゴールドリーズン号・サウスポール号・サンエムウラノス号・サーガキャスケード号・
シーグランプリ号・セイウンエポック号・タイキダイナスティ号・タヤスレノックス号・テイエムトッパズレ号・
テイエムファンキー号・テイエムマーチ号・テイエムリキサン号・ナムラガリレオ号・ニシノウラシマ号・
パシスタ号・ハッスルガール号・ハッピートゥモロー号・ピクシーストーン号・ビッグシャトル号・
ポートエレガント号・マイネルマグナート号・メイスンボーイ号・メジロドルフィン号・レッドバースピン号・
ワンダーシンゲキ号



０６０１７ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

１：４８．５
１：４８．４

重

重

６７ � サ バ ス デ イ 牡３黒鹿５６ 幸 英明 �サンデーレーシング 松元 省一 早来 ノーザンファーム ４８２ ―１：５６．５ １．５�

８１１� ジュウクンサンダー 牡３栗 ５６ 本田 優鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 川上 悦夫 ５０２ ―１：５７．５６ ６．１�
２２ � ベイリングボーイ 牡３栗 ５６ 川田 将雅冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 ４７０ ―１：５７．９２� １３．１�
１１ � トップモンジュー 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４３０ ―１：５８．０クビ １７．５�
５５ � ピクシーザダンス 牡３鹿 ５６

５３ ▲上野 翔深見 富朗氏 白井 寿昭 米 Dan Kenny ４６６ ―１：５８．４２� ９４．４�
３３ キーラッキー 牝３栗 ５４ M．デムーロ北前孔一郎氏 飯田 雄三 門別 正和山本牧場 ４８８ ―１：５８．５� ６０．７�

（伊）

６８ シンメイリゲル 牡３栗 ５６
５３ ▲北村 友一織田 芳一氏 安田 隆行 門別 野島牧場 ５０２ ―１：５９．０３ ５．９	

５６ ドンブレイカー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介山田 貢一氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ４２０ ― 〃 クビ ９７．０

４４ �	 ナリタトップワン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 早来 ノーザンファーム ４７２ ―１：５９．８５ ４３．１�
７９ � ハイレートクライム 牡３鹿 ５６ A．スボリッチ �社台レースホース森 秀行 米 Fontaine-

bleau Farm ５０４ ― 〃 ハナ ２４．０
（独）

７１０� テ ゲ ス キ ー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小田切有一氏 田中 章博 白老 白老大須賀
牧場 ４６２ ―２：００．４３� ６９．０�

８１２� セフティーライジン 牡３鹿 ５６ 安部 幸夫池田 實氏 崎山 博樹 門別 滝本 健二 ４６６ ―２：０２．５大差 ２６８．６�
（愛知）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２８，７２７，０００円 複勝： ２１，４５４，５００円 枠連： ２５，５３３，８００円

普通馬連： ７２，２４１，９００円 馬単： １００，８６５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２９８，２００円

３連複： １１４，０５６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３８５，１７７，６００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ３３０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３２０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８７２７０ 的中 � １５３６６４（１番人気）
複勝票数 計 ２１４５４５ 的中 � ８５９０８（１番人気）� ２７３０４（３番人気）� １７２１２（４番人気）
枠連票数 計 ２５５３３８ 的中 （６－８） ５７９６１（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２２４１９ 的中 �� １０４５８２（２番人気）
馬単票数 計１００８６５７ 的中 �� １１６６２９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２９８２ 的中 �� ２３９３１（２番人気）�� １７９７２（３番人気）�� ６９０８（９番人気）
３連複票数 計１１４０５６５ 的中 ��� ５９５９０（４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１４．１―１４．２―１３．２―１３．０―１２．７―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３８．５―５２．７―１：０５．９―１：１８．９―１：３１．６―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．６
１
３
７（８，９）５（６，１１）４（２，３）－１－１０－１２・（７，１１）５（９，６）－（８，３）４（２，１）－（１２，１０）

２
４

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

�サ バ ス デ イ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Alydar 初出走

２００４．２．１７生 牡３黒鹿 母 アリーズデライト 母母 Sacred Journey １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※トップモンジュー号は，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または施行団体名を表示している。



０６０１８ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

２４ ライトグランデュア 牡３青 ５６ 幸 英明藤本 幸雄氏 山本 正司 新冠 蛯名牧場 ４７８－ ６１：０９．２ ２．６�

１１ � マイネルクラッチ 牡３鹿 ５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 安藤 正敏 鵡川 新井牧場 ４７２－ ６１：０９．５１� ９．８�

１２ � アンソロジー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ２１：０９．７１	 ３３．１�
７１３ レンデフルール 牝３青鹿５４ A．スボリッチ �グリーンファーム 音無 秀孝 新冠 武田牧場 ４３６－ ２１：０９．９１	 ９．８�

（独）

４８ 
 テラノフォースワン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文寺田 寿男氏 昆 貢 米 Foxfield ５０８－ ４ 〃 クビ ３．６�
３５ オグリスペシャル 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己小栗 孝一氏 瀬戸口 勉 三石 稲葉牧場 ４５８＋ ４１：１０．４３ ４．６	
８１５� グッドヘラクレス 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一川又 政之氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４９０± ０１：１０．５� ３７．４

５１０�� カシノマイハート 牝３芦

５４
５１ ▲上野 翔柏木 務氏 須貝 彦三 新冠 オリエント牧場 ４３６± ０１：１０．６� ３５７．３�

７１４� ブラックマンバ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �天羽治牧場 西塚 安夫 平取 坂東牧場 ４４０＋ ２１：１０．８１� ６７４．３�
４７ �� トーコーオリンポス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎森田 藤治氏 湯浅 三郎 新冠 村田牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ １８３．２
６１１
 エーシンマリポーサ 牝３栗 ５４

５３ ☆鮫島 良太平井 宏承氏 坂口 正則 米 Winches-
ter Farm B４５２＋ ４１：１０．９クビ ２５．６�

８１６� バンビーナピノ 牝３青鹿５４ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４２２± ０１：１１．３２� ３９．１�
２３ � ウルトラソウル 牡３芦 ５６ O．ペリエ �天羽治牧場 古川 平 浦河 三栄牧場 ４６４＋ ４１：１１．５１� ４４．５�

（仏）

５９ �� トミノジェイジェイ 牡３芦 ５６ 山田 順一冨藤 敏男氏 藤田 正治 新冠 安達 洋生 ４７８－ ８１：１１．８１� ５６３．９�
（笠松） （笠松）

６１２� ブラックネオン 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫後藤 繁樹氏 瀬戸口 悟 大樹 大樹ファーム B４５８＋ １ 〃 アタマ ４７８．２�
（愛知） （愛知）

３６ � プレーザヒーロー 牡３芦 ５６ 南井 大志山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 静内 棚川 光男 ４９０－ ４１：１１．９クビ ８０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，９１５，９００円 複勝： ３５，３５７，７００円 枠連： ３１，９２２，０００円

普通馬連： １１０，８０６，０００円 馬単： １０５，６４２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７９３，６００円

３連複： １６４，２８２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５１２，７２０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � ５６０円 枠 連（１－２） ７８０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １，２９０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� ７，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１９１５９ 的中 � ９８４６２（１番人気）
複勝票数 計 ３５３５７７ 的中 � ９７７２８（１番人気）� ３５６５３（５番人気）� １１８２０（７番人気）
枠連票数 計 ３１９２２０ 的中 （１－２） ３０２５３（３番人気）
普通馬連票数 計１１０８０６０ 的中 �� ８０６８０（３番人気）
馬単票数 計１０５６４２７ 的中 �� ４６８１４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７９３６ 的中 �� ２５３８９（２番人気）�� ５９６３（１４番人気）�� ２９０７（３１番人気）
３連複票数 計１６４２８２５ 的中 ��� １７０４１（２６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１１．４―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．７―４６．１―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．５
３ ４，８（１０，１５）（１，１６）５（１３，１４）３（６，９，１１）２（７，１２） ４ ４，８，１５（１，１０，１６）（５，１４，３，１１）１３（２，６）－（７，９）１２

勝馬の
紹 介

ライトグランデュア �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．１８ 京都４着

２００４．５．１２生 牡３青 母 エイシンオープン 母母 エイシンジユエリー ６戦２勝 賞金 ２１，０３０，０００円
〔制裁〕 レンデフルール号の騎手A．スボリッチは，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。
※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 キングスベリー号・フィリアルドーター号・ベルベットイーグル号・ユーチャリス号
※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。



０６０１９ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （芝・右・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３３．７
１：３１．５

良

良

１２ レットバトラー 牡５鹿 ５７ M．デムーロ �社台レースホース瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５２２＋ ６１：３４．２ ２．９�
（伊）

２３ � サウスティーダ 牝４芦 ５５ 川田 将雅岡田 牧雄氏 大久保龍志 門別 インターナシヨナル牧場 ４８６＋ ８１：３４．３� １２．６�
４８ マイネルパシオン 牡５青鹿５７ A．スボリッチ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４７２＋１２１：３４．７２	 １８．１�

（独）

７１３ ファイトザパワー 
５鹿 ５７
５４ ▲上野 翔山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４７０－ ８ 〃 クビ １７．５�

５９ � フィールドミューズ 牝４栗 ５５ 本田 優地田 勝三氏 橋本 寿正 浦河 鎌田 正嗣 ４６０± ０１：３４．９１� ３．７�
８１６� スズカダーク 牡４鹿 ５７ 武 豊永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４５０－ ８１：３５．３２	 ２．９	
３６ � ツアーデフォース 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 太宰 義人 静内 大典牧場 ４７４± ０１：３５．４	 １６２．８

１１  ヒ ノ ト リ 牝５鹿 ５５ 高橋 亮小林 久義氏 高橋 隆 浦河 岡本牧場 ４６２－２５１：３５．６１	 １４８．７�
５１０ オグリシルク 牝４鹿 ５５ 菊地 昇吾小栗 孝一氏 鹿戸 明 三石 稲葉牧場 ３９８－ ２１：３５．７クビ ２９６．４�
２４ オメガトレンディ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一原 �子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ２６３．４
７１４� マイネルスカット 牡４黒鹿５７ 安部 幸夫 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ４９８± ０１：３５．８	 ３３．２�
（愛知）

８１５ クリノジャンファン 牡４栗 ５７ 四位 洋文栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 海馬澤 誠治 ４４４－ ２１：３６．３３ ６５．３�
６１２� バブルファンタジー 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：３６．４クビ １７５．０�
６１１ ローズドレッシュ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠前田 幸治氏 福永 甲 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４２－１２１：３６．５	 ５２．９�
３５  ローズロック 牝４栗 ５５ 幸 英明小林 久義氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ４０８－３３１：３６．８２ ４４９．９�
４７ � レッドディクシー 牝４鹿 ５５

５２ ▲北村 友一山本 敏晴氏 田島 良保 米 Wakefield
Farm ４５４＋ ４１：３７．３３ １４１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，０５５，８００円 複勝： ３８，４４５，９００円 枠連： ３２，９２０，６００円

普通馬連： １３８，６３３，９００円 馬単： １３０，８５２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，５７３，２００円

３連複： １９７，１１７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ６０８，５９９，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ３００円 � ３６０円 枠 連（１－２） １，３４０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ７３０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ５，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３０５５８ 的中 � ９２１４８（１番人気）
複勝票数 計 ３８４４５９ 的中 � ９３４９１（１番人気）� ２９５８９（４番人気）� ２３２８４（５番人気）
枠連票数 計 ３２９２０６ 的中 （１－２） １８２２５（４番人気）
普通馬連票数 計１３８６３３９ 的中 �� ６７０５８（４番人気）
馬単票数 計１３０８５２９ 的中 �� ４２９３４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７５７３２ 的中 �� １６７５５（４番人気）�� １２８９９（５番人気）�� ４５１９（１９番人気）
３連複票数 計１９７１１７０ 的中 ��� ２４５８９（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３５．５―４７．２―５９．０―１：１０．４―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レットバトラー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．１１．７ 京都４着

２００２．４．９生 牡５鹿 母 スカーレットブーケ 母母 スカーレツトインク １９戦３勝 賞金 ５３，０８４，０００円
〔３走成績による出走制限〕 バブルファンタジー号は，平成１９年３月２５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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マザーレイク号
（非抽選馬） ４頭 キッスアンドライド号・ロータス号・ワンダーガジ号・ワンダーノンブーレ号
※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。



０６０２０ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・右）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

５１０� メガクライト 牝４栗 ５５ 安藤 勝己 �キャロットファーム 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６２－１４１：２５．０ ３．１�

８１６� ナリタジューン 牝４青鹿５５ 石橋 守�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ４４２＋ ２１：２５．２１� ２２．９�
４８ � シールビーバック 牝５栗 ５５ 岩田 康誠�富美男企画 飯田 雄三 新冠 隆栄牧場 ４７２＋ ６１：２５．５２ ３．３�
１２ � ヘイローフジ 牝４栗 ５５ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ １３．７�
７１４ カントリースタイル 牝７鹿 ５５ 秋山真一郎津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 ４４０± ０１：２５．７１� ７６．６�
２３ セフティパラダイス 牝６栗 ５５ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４９０± ０１：２６．０１� １７３．７	
５９ � バリーバーン 牝６黒鹿５５ 岩崎 祐己飯田 吉哉氏 田所 秀孝 早来 ノーザンファーム ４３４± ０１：２６．２１	 １８５．８

１１ オンワードスワン 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲上野 翔�オンワード牧場 柴田 政見 新冠 高橋 忍 ４４６± ０１：２６．３� ２１８．２�
２４ � ポライトストーン 牝５栗 ５５ 武 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 下河辺牧場 ４８０－ ４１：２６．４� ２．８�
３５ タイクローサ 牝６鹿 ５５ 芹沢 純一�名鯛興業 橋田 満 新冠 メイタイ牧場 ４９２－ ６ 〃 アタマ ８１．５
３６ チャームダンス 牝４鹿 ５５ 川田 将雅タマモ� 伊藤 圭三 静内 前田牧場 ４６２－ ２１：２６．５クビ ４２．１�
４７ ミネルバサウンド 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�ターフ・スポート松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４５４－ ８ 〃 クビ ２３．８�
６１２
 フローリッシュ 牝６栗 ５５ 熊沢 重文�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４５０－１４ 〃 ハナ １３３．５�
８１５� ツルミトゥインクル 牝４鹿 ５５ 和田 竜二�鶴見ホース 柴田 光陽 浦河 信岡牧場 ４３４＋ ２１：２６．９２� ３６．０�
６１１ エレガントキャット 牝４栗 ５５

５４ ☆鮫島 良太藤本 隆氏 岩戸 孝樹 静内 藤本牧場 ４２８－１０１：２７．１１	 ３４０．３�
７１３� オンワードミシェル 牝７鹿 ５５ 藤岡 佑介�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４７２－１０１：２７．３１	 ６４３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，５１０，５００円 複勝： ４３，７７９，７００円 枠連： ４５，２９４，５００円

普通馬連： １８１，４６４，０００円 馬単： １５５，８７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，３１０，５００円

３連複： ２４４，７１１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ７５４，９４８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １７０円 � ３６０円 � １４０円 枠 連（５－８） １，７６０円

普通馬連 �� ２，８８０円 馬 単 �� ４，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ３１０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３９５１０５ 的中 � １０３３７２（２番人気）
複勝票数 計 ４３７７９７ 的中 � ７３２５３（３番人気）� ２２３５２（５番人気）� １１２１１５（１番人気）
枠連票数 計 ４５２９４５ 的中 （５－８） １９０２５（８番人気）
普通馬連票数 計１８１４６４０ 的中 �� ４６６１６（９番人気）
馬単票数 計１５５８７８６ 的中 �� ２５５８７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４３１０５ 的中 �� ８７２１（１１番人気）�� ４０５３０（３番人気）�� １２０４０（９番人気）
３連複票数 計２４４７１１１ 的中 ��� ５４１４４（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．１―４７．１―５９．２―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メガクライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 El Gran Senor デビュー ２００６．５．７ 東京４着

２００３．２．２０生 牝４栗 母 エ ラ テ ィ ス 母母 Summer Review ４戦３勝 賞金 ２３，６５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 イエスオアノー号・オプティマルマザー号・オレンジアロマ号・スイフトバイオ号・ピクシーダスト号・

ビクトリアメーク号・リスティアエナー号



０６０２１ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第９競走 ��
��２，２００�すみれステークス

発走１４時３５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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．９
２：１０．１

良

良

３３ � アルナスライン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５３２－１６２：１５．０ １４．７�

８９ � フィニステール 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５０８－ ８ 〃 クビ ４．３�
１１ �� ベッラレイア 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎植中 昌子氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４５０－１０２：１５．２１ ４．９�
８８ �� ゴールドキリシマ 牡３栗 ５７ 石橋 守西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４７０－ ２２：１５．６２	 ９．０�
４４ � マルカハンニバル 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４６４－ ４ 〃 アタマ ８．６�
５５ ウィルビーキング 牡３栗 ５６ 赤木高太郎前田 晋二氏 松元 省一 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２－ ２２：１５．８１ ６３．７	
６６ � ニュービギニング 牡３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 ４４４± ０ 〃 アタマ ２．１

２２ 
 ケイアイマイスキー 牡３鹿 ５６ 幸 英明亀田 守弘氏 白井 寿昭 米 Mr. & Mrs.

J. S. Moss B４５８＋ ２２：１６．１２ １４９．５�
７７ ナムラカゲトラ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦奈村 信重氏 野村 彰彦 静内 漆原 哲雄 ４５０－ ４２：１６．２� １１４．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ８２，９０２，６００円 複勝： ８１，０５９，０００円 枠連： ４２，８５５，４００円

普通馬連： ２２４，００３，７００円 馬単： ２０２，１４５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，４３１，０００円

３連複： １８４，６８１，２００円 ３連単： ６８２，０３４，２００円 計： １，５６１，１１２，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ３００円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（３－８） １，６８０円

普通馬連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ５，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� １，１００円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４，１９０円 ３ 連 単 ��� ３４，８７０円

票 数

単勝票数 計 ８２９０２６ 的中 � ４４７１２（６番人気）
複勝票数 計 ８１０５９０ 的中 � ５８９８４（６番人気）� １７１５２２（２番人気）� １０１３５８（３番人気）
枠連票数 計 ４２８５５４ 的中 （３－８） １８８５０（８番人気）
普通馬連票数 計２２４００３７ 的中 �� ８０８２５（９番人気）
馬単票数 計２０２１４５４ 的中 �� ２６７９７（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１４３１０ 的中 �� ２４７８５（９番人気）�� １３２０８（１５番人気）�� ３０３９７（８番人気）
３連複票数 計１８４６８１２ 的中 ��� ３２５５５（１６番人気）
３連単票数 計６８２０３４２ 的中 ��� １４４３７（１１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２４．７―３７．０―４９．３―１：０２．４―１：１５．５―１：２８．６―１：４０．７―１：５１．９―２：０３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アルナスライン 
�
父 アドマイヤベガ 

�
母父 El Gran Senor デビュー ２００６．６．２５ 京都１１着

２００４．２．１８生 牡３鹿 母 エ ラ テ ィ ス 母母 Summer Review ６戦３勝 賞金 ４４，６７９，０００円
〔制裁〕 ベッラレイア号の騎手秋山真一郎は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※ベッラレイア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



０６０２２ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�なにわステークス

発走１５時１０分 （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，１８．２．２５以降１９．２．１８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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

重

重

７１３ トシザヘネシー 牡５栗 ５７ 本田 優上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 B５１４＋ ２１：２４．０ ３．１�

３５ � サンダルフォン 牡４鹿 ５４ 古川 吉洋 �ノースヒルズマネ
ジメント 山本 正司 門別 滝本 健二 ５３８－ ２ 〃 クビ ６．４�

６１２� イ ブ ロ ン 牡５鹿 ５７．５ 四位 洋文栗坂 崇氏 田村 康仁 愛 Ballymacoll
Stud Farm Ltd ５００± ０１：２４．２１� ８．９�

４７ � サンワードラン 牡５鹿 ５６ 川田 将雅古谷 敏明氏 白井 寿昭 米 Silverleaf
Farms, Inc. ５０２± ０１：２４．４	 １０．７�

７１４
 セレスクラブ 牡５鹿 ５３ 秋山真一郎岡 浩二氏 鮫島 一歩 浦河 村下牧場 ４８２－ ２１：２４．７１	 ５９．６�
８１６� コレデイイノダ 牡７鹿 ５５ M．デムーロ本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４８０－ ２１：２４．９１ １８．０�

（伊）

５９ エイシンデピュティ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ３．３	
２３ � ビッグホワイト 牡５芦 ５６ 長谷川浩大小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４８２＋ ６１：２５．０クビ ２４．９

２４ グランプリオーロラ 牝６鹿 ５２ 渡辺 薫彦�グランプリ 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４６６± ０１：２５．１� ３６．４�
１１ シンメイレグルス 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一織田 芳一氏 中村 均 新冠 松浦牧場 ４６０± ０１：２５．２	 ５１．４
３６ �� バトルハートオー 牡６黒鹿５３ 安部 幸夫宮川 秋信氏 矢作 芳人 浦河 多田 善弘 ５１０＋１４ 〃 ハナ ８４．５�

（愛知）

５１０� マルターズマッシブ 牡４鹿 ５５ 鮫島 良太藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Harold
Queen ４８４－１２１：２５．３クビ ２６．７�

１２ � マーベラスボーイ 牡７栗 ５３ 上野 翔笹原 貞生氏 柴田 政見 浦河 鵜木 唯義 ４９８＋ ４１：２５．４� ２０６．８�
８１５ メイショウホウオウ 牡６栗 ５７ 橋本 美純松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ５４６＋ ２１：２５．５	 ２８．２�
４８ シ ュ ン サ イ 牡８鹿 ５３ 芹沢 純一石川 博氏 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ５１０－１０１：２５．８１	 １２５．４�
６１１ ワンダーヴィボ 牡９青鹿５３ 石橋 守山本 信行氏 藤岡 範士 浦河 尾野 一義 ５５０＋ ４１：２６．６５ １８５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，７１３，２００円 複勝： ６６，５９０，３００円 枠連： ６３，１６３，５００円

普通馬連： ３０１，７３９，２００円 馬単： １９７，５０５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ７３，９４７，２００円

３連複： ２９９，８９６，９００円 ３連単： ６６９，２５５，２００円 計： １，７２４，８１０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � ２６０円 枠 連（３－７） １，０８０円

普通馬連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ５８０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ４，２２０円 ３ 連 単 ��� １７，３８０円

票 数

単勝票数 計 ５２７１３２ 的中 � １３７９６６（１番人気）
複勝票数 計 ６６５９０３ 的中 � １４７５６１（１番人気）� ６８１４９（３番人気）� ６０６７３（４番人気）
枠連票数 計 ６３１６３５ 的中 （３－７） ４３４２４（３番人気）
普通馬連票数 計３０１７３９２ 的中 �� １６８５４０（３番人気）
馬単票数 計１９７５０５２ 的中 �� ６８１２０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７３９４７２ 的中 �� ３０５７８（３番人気）�� ３２３３０（２番人気）�� １２１２０（１７番人気）
３連複票数 計２９９８９６９ 的中 ��� ５２４６２（７番人気）
３連単票数 計６６９２５５２ 的中 ��� ２８４３３（２７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１２．０―１１．９―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．７―５８．６―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシザヘネシー �
�
父 ヘ ネ シ ー �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー ２００４．１１．２７ 京都１着

２００２．５．１０生 牡５栗 母 ヤングエブロス 母母 メイトウヒカリ １９戦５勝 賞金 ９２，６９３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）４５頭 アグネストラベル号・アグネスラック号・アテスト号・アドマイヤキラメキ号・イアオニードル号・

イアラユーラシア号・イブキサブデュー号・ヴィオラポンポーサ号・ウインレガート号・ウォーターオーレ号・
カタナ号・ケイエスアイ号・ケージーダンシング号・ゴッドヘイロー号・サヨウナラ号・サンキンバスター号・
スウォードキャット号・スカーレットベル号・スターオブニルス号・セトノシェーバー号・ダブルアップ号・
チリエージェ号・ツタンカーメン号・テイエムザエックス号・トーセンザオー号・ハギノトリオンフォ号・
パラダイスリヴァー号・ハルーワスウィート号・バレンソール号・ピオーネ号・ヒカリアイ号・ヒカルバローロ号・
ピカレスクコート号・ピサノヘネシー号・ビッグジェム号・プリンスコウベ号・ブルーフランカー号・
ベルモントサンダー号・マイネシュリンクス号・マチカネモエギ号・マッハジュウクン号・メイショウシャフト号・
メジロファルカル号・モエレアドミラル号・ワキノカイザー号

※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。



０６０２３ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第５１回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，１８．２．２５以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬３�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２�増，
牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１８．２．２４以前の
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（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
賞 品

本 賞 ２８，５００，０００
２８，５００，０００

円
円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円

付 加 賞 ４４６，０００
４４６，０００

円
円 ９９，０００円

生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

１１
�
�
	 プリサイスマシーン 牡８鹿 ５８ 安藤 勝己池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４８４± ０１：２０．５ ５．０�

３５ 
 エイシンドーバー 牡５栗 ５６ 幸 英明平井 豊光氏 湯浅 三郎 米 Columbi-
ana Farm ４６０＋ ２ 〃 同着 ９．６�

２３ スズカフェニックス 牡５栗 ５７ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ３．８�
４７ 
 キンシャサノキセキ 牡４鹿 ５５ O．ペリエ 吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture ４８０－ ２１：２０．７１� ３．０�
（仏）

８１５
 シンボリグラン 牡５芦 ５７ 柴山 雄一シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro
Wada ５３０＋ ２１：２０．８� ９．７�

３６ ニシノデュー 牡６青鹿５６ 本田 優西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 B４９４＋ ８１：２０．９ ２１．１�
６１２ スーパーホーネット 牡４鹿 ５６ 安部 幸夫森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４７６＋ ４１：２１．０� ２１．４�
（愛知）

５９ トールハンマー 牡７鹿 ５６ 川田 将雅 	サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４７６－１２ 〃 ハナ ２３３．０

１２ イ ー ス タ ー 牡４青鹿５６ M．デムーロ吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ６１：２１．１ １２．４�

（伊）

７１３ タニノマティーニ 牡７鹿 ５６ 須貝 尚介谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ５０４± ０ 〃 クビ １２９．８�
４８ 
 コスモシンドラー 牡５黒鹿５６ 武 幸四郎 	ビッグレッドファーム 加用 正 豪

Gainsborough Stud
（Australia）Pty Ltd, Ar-
rowfield Group Pty Ltd

４９８－ ６ 〃 クビ ３７．２
５１０� マイネルハーティー 牡５青鹿５７ A．スボリッチ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 中村 均 鵡川 市川牧場 ４９０－ ４１：２１．２クビ ２８２．９�

（独）

６１１� マルカキセキ 牡６栗 ５６ 長谷川浩大河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５３２－ ２１：２１．４１� １５６．３�
２４ ロードマジェスティ 牡５栗 ５６ 熊沢 重文 �ロードホースクラブ 山内 研二 三石 ケイアイフアーム ４９８＋ ４１：２１．８２ ３１９．０�
７１４ インセンティブガイ 牡６鹿 ５６ 四位 洋文齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：２１．９� １４７．８�
８１６� ブルーショットガン 牡８鹿 ５７ 岩田 康誠 �荻伏レーシング・クラブ 武 宏平 静内 武 牧場 ４５４－ ６１：２２．３２ ９４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７０，４１２，３００円 複勝： ２０４，３８０，１００円 枠連： １６１，９６２，５００円

普通馬連： １，０５５，８１０，３００円 馬単： ６２６，２０１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１２，９０４，７００円

３連複： ９７３，７４９，３００円 ３連単： ２，２８９，８５４，０００円 計： ５，６９５，２７４，５００円

払 戻 金

単 勝 �
�

２７０円
４５０円 複 勝 �

�
１７０円
２１０円 � １６０円 枠 連（１－３） １，０５０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 ��
��

１，７００円
１，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 ��

��
４１０円
５３０円

３ 連 複 ��� １，７２０円 ３ 連 単 ���
���

６，４４０円
６，９６０円

票 数

単勝票数 計１７０４１２３ 的中 � ２７１９７６（３番人気）� １４０１１６（４番人気）
複勝票数 計２０４３８０１ 的中 � ３３９９８３（３番人気）� ２３０３３５（４番人気）� ３７７９９３（２番人気）
枠連票数 計１６１９６２５ 的中 （１－３） １１４５９７（４番人気）
普通馬連票数 計１０５５８１０３ 的中 �� ４９５７９９（８番人気）
馬単票数 計６２６２０１３ 的中 �� １３６８３６（１３番人気）�� １１９１４７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１２９０４７ 的中 �� ９３４５０（６番人気）�� １３３９５０（３番人気）�� ９９２１２（５番人気）
３連複票数 計９７３７４９３ 的中 ��� ４２０１５２（３番人気）
３連単票数 計２２８９８５４０ 的中 ��� １３１３９２（３３番人気）��� １２１３８８（３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．３―４５．７―５７．０―１：０８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
	
プリサイスマシーン �

�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス

１９９９．３．１３生 牡８鹿 母 ビーサイレント 母母 グローバルダイナ ２６戦９勝 賞金 ４０２，３３８，０００円
地方デビュー ２００２．２．１８ 川崎 ［他本会外：３戦０勝］


エイシンドーバー �
�
父 Victory Gallop �

�
母父 Kris S. デビュー ２００４．１０．２３ 京都２着

２００２．５．１５生 牡５栗 母 Eishin Georgia 母母 Untamed Spirit １７戦６勝 賞金 １６９，８３３，０００円
〔制裁〕 プリサイスマシーン号の騎手安藤勝己は，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。
※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 テイエムチュラサン号・マヤノシャドー号
※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。



０６０２４ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第１２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� 基準タイム

中央レコード

２：０４．９
２：０１．６

稍重

不良

２２ � エイシンボストン 牡５栗 ５７ M．デムーロ平井 豊光氏 瀬戸口 勉 米 Audley Farm ４８４－ ２２：０６．８ ６．６�
（伊）

７１１� ウォーターダッシュ 牡５黒鹿５７ 武 豊山岡 良一氏 鹿戸 幸治 門別 松平牧場 ５３０＋ ２ 〃 アタマ １．９�
４５ 	 ワンダータイキ 牡６青鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム B４６４－ ４２：０７．１１
 ３５．４�
８１３ マナーハウス 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲北村 友一吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５０６－ ２ 〃 クビ ２０．４�
１１ � エイシンロンバード 牡５栗 ５７ 安部 幸夫平井 豊光氏 湯浅 三郎 米

Brilliant Stables,
Inc., Morris Brothers
& Elliott Walden

B５００＋ ２２：０７．２クビ ７．２�
（愛知）

６１０	 ウォータークルーズ 牡４栗 ５６ 芹沢 純一山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４５６± ０２：０７．５２ ４４．４�
６９ ルポルタージュ �９鹿 ５７ 渡辺 薫彦 �ノースヒルズマネ

ジメント 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋ ８２：０７．７１� １４８．４	
５８  キクノエンブレム 牡６鹿 ５７ 幸 英明菊池 五郎氏 藤岡 範士 浦河 鮫川 啓一 ４７０－ ６２：０８．０１
 １４３．７

３３ タマモコンチェルト 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠タマモ� 中竹 和也 浦河 上山牧場 ５２８＋ ２ 〃 アタマ ７．０�
３４ マイネルトラヴェル 牡４青鹿５６ A．スボリッチ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４７０± ０２：０８．１クビ ３０．７

（独）

５７ ドラゴンアイズ 牡７鹿 ５７ 熊沢 重文岩� 僖澄氏 古川 平 新冠 坂元牧場 ４７８＋ ４２：０８．８４ ２０５．９�
７１２	 ハードオブプレイ 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己津田 一男氏 西橋 豊治 静内 藤川フアーム B５０４＋ ６２：０８．９� ７．５�
８１４ イズミデヒア 牡５鹿 ５７ 四位 洋文北村実地子氏 古川 平 三石 タガミファーム ５１４－１０２：１０．８大差 １１４．７�

（１３頭）
４６ オーキッドコート 牡４鹿 ５６ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ８１，４６７，１００円 複勝： ９８，２４０，９００円 枠連： ８７，３６０，４００円

普通馬連： ３６０，６２９，６００円 馬単： ２９５，４７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ９３，４２３，７００円

３連複： ３３９，４８８，０００円 ３連単： ９４１，４４５，２００円 計： ２，２９７，５３２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � ５１０円 枠 連（２－７） ５６０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ２，４３０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ５，２７０円 ３ 連 単 ��� ３４，８１０円

票 数

単勝票数 計 ８１４６７１ 的中 � ９７５６３（２番人気）
複勝票数 計 ９８２４０９ 的中 � １０５８２３（４番人気）� ３１９７２７（１番人気）� ３３７３０（８番人気）
枠連票数 計 ８７３６０４ 的中 （２－７） １１５２０８（３番人気）
普通馬連票数 計３６０６２９６ 的中 �� ４１０６４８（３番人気）
馬単票数 計２９５４７７６ 的中 �� １２０３６９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３４２３７ 的中 �� ８８３６０（３番人気）�� ８５０２（２５番人気）�� ２４４１２（１１番人気）
３連複票数 計３３９４８８０ 的中 ��� ４７６０２（１７番人気）
３連単票数 計９４１４４５２ 的中 ��� １９９６４（１１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．９―３６．７―４９．９―１：０３．０―１：１６．１―１：２９．０―１：４１．７―１：５３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

�エイシンボストン �
�
父 Cat Thief �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２００４．７．１１ 阪神５着

２００２．２．１７生 牡５栗 母 Mather Miss 母母 Fee ２５戦３勝 賞金 ４２，１３３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔出走取消〕 オーキッドコート号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※出走取消馬 クラリオンコール号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。



（１９阪神１）第２日 ２月２５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２７３，８７０，０００円
８，４００，０００円
２８，０２０，０００円
３２０，０００円
１，９２１，０００円
２９，７４０，０００円
１４６，０００円
１４６，０００円

６３，５５５，０００円
５，５２２，８００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
６１３，８３７，８００円
６９５，９５３，６００円
６１０，４８２，３００円
２，７８７，２８１，２００円
２，１７９，６０３，９００円
６８２，９７１，９００円
３，０５０，６０２，４００円
４，５８２，５８８，６００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 １５，２０３，３２１，７００円

総入場人員 ２４，３３７名 （有料入場人員 ２３，２８４名）




