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０６００１ ２月２５日 小雨 重 （２４阪神１）第１日 第１競走 ��１，２００�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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

８１６ ビナスイート 牝３栗 ５４ 岩田 康誠井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 ４７８－ ６１：１２．３ ４．６�

２４ タガノプラージュ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７６－ ４１：１２．８３ ９．６�

６１２ エーシンルミナス 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�栄進堂 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５６－ ４１：１３．４３� ３．４�
５９ ラプターフィリー 牝３栗 ５４ 小牧 太佐藤 恭永氏 羽月 友彦 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ２１：１３．８２� ６．５�
５１０ ア ナ コ ン ダ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４５０＋ ２１：１３．９� ３１．２�
２３ エーシンルクシオン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�栄進堂 北出 成人 新ひだか 川端 英幸 ４２６－１０１：１４．０クビ ２４．３�
３６ ツ バ キ 牝３鹿 ５４ 幸 英明白井 岳氏 小野 幸治 日高 白井牧場 ４５０－ ６１：１４．３２ ９９．９	
４７ キレイナダケデス 牝３栗 ５４ 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 ４８２－ ２１：１４．４クビ １４．９

４８ マドモアゼルアン 牝３栗 ５４ C．デムーロ 伊藤 貴憲氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 ５０６－１０ 〃 クビ １３．４�

（伊）

８１５ チュウワダンサー 牝３芦 ５４
５３ ☆高倉 稜中西 忍氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム ４３８－ ４１：１４．５クビ ４３．５�

６１１ チーティンハート 牝３鹿 ５４ 浜中 俊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 マリオステー
ブル ４２２－ ２１：１５．２４ １３６．２

１１ サダムアンビション 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲水口 優也大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－１２１：１５．７３ １６２．７�
３５ イイデリバイブ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 武田牧場 ４５０－１０１：１５．９１ １０８．８�
７１４ スズカパートナー 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 優作永井 啓弍氏 南井 克巳 むかわ 新井牧場 ４１８± ０ 〃 クビ ４３．９�
１２ メイショウカワカゼ 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 佐山 優 浦河 磯野牧場 ４２６－ ８１：１６．０クビ １７５．１�
７１３ ダブルプライム 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４６０＋ ２ （競走中止） ５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１７５，１００円 複勝： ３９，４９３，３００円 枠連： １３，０３８，１００円

馬連： ４６，６２１，８００円 馬単： ３０，３６７，９００円 ワイド： ２４，４３１，１００円

３連複： ７２，７７９，５００円 ３連単： １０１，３７０，７００円 計： ３４５，２７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（２－８） １，４３０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，３３０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ３５０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，６００円 ３ 連 単 ��� １６，４１０円

票 数

単勝票数 計 １７１７５１ 的中 � ２９７０８（２番人気）
複勝票数 計 ３９４９３３ 的中 � ７５５６３（２番人気）� ３４９０１（５番人気）� ９２７４８（１番人気）
枠連票数 計 １３０３８１ 的中 （２－８） ６７７４（８番人気）
馬連票数 計 ４６６２１８ 的中 �� １９３９２（７番人気）
馬単票数 計 ３０３６７９ 的中 �� ６７４０（１４番人気）
ワイド票数 計 ２４４３１１ 的中 �� ９８２５（８番人気）�� １８８５４（１番人気）�� ８３１９（９番人気）
３連複票数 計 ７２７７９５ 的中 ��� ２０６９８（７番人気）
３連単票数 計１０１３７０７ 的中 ��� ４５６０（３９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１２．４―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．８―４８．２―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビナスイート �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１１．１０．２３ 京都５着

２００９．２．２３生 牝３栗 母 シンセイアカリ 母母 ピンクノワンピース ５戦１勝 賞金 ９，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
〔競走中止〕 ダブルプライム号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 トウケイマネキネコ号・ハマノスカーレット号・マーベラスルビー号
（非抽選馬） １頭 ケイムアフターミー号
※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。

０６００２ ２月２５日 小雨 重 （２４阪神１）第１日 第２競走 ��１，８００�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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

２３ キングブレイク 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 ５０４＋１４１：５３．８ ３．５�

７１２ メテオライト 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ５０６＋１２１：５４．１１� ２．６�
６１１ オウケンイチゲキ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５４± ０１：５４．４２ ７．０�
４６ マキハタテノール 牡３鹿 ５６ 小牧 太�槇本牧場 新川 恵 日高 槇本牧場 ４８８－ ４１：５４．８２� ６１．８�
５９ プリンシペアスール 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：５５．４３� ４．３�

（伊）

３５ アグネスファイター 牡３黒鹿５６ 池添 謙一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６８－ ８ 〃 クビ １９１．２�
２２ ワイルドガンズ 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦西森 鶴氏 領家 政蔵 日高 下河辺牧場 ４６０－ ６１：５５．６１ １９．８	
８１４ オースミイチバン 牡３栗 ５６ 高橋 亮
オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５１０－ ３ 〃 クビ ５８．８�
３４ サダムオベーション 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲水口 優也大西 定氏 西園 正都 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８± ０ 〃 ハナ ４０．３�

６１０ スリーロブロイ 牡３鹿 ５６ 幸 英明永井商事
 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３０± ０１：５６．１３ １９．６
４７ ナリタタイフーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲森 一馬
オースミ 小野 幸治 浦河 杵臼牧場 ５０４＋１２ 〃 クビ １７７．５�
８１５ フォレストピア 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム ４８０－ ６１：５６．４１� ３９．４�
５８ ハクユウシャンティ 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 
H.Iコーポレーション 武 宏平 新ひだか 田原橋本牧場 ４６４－ ２１：５６．８２� １００．１�
１１ ビューティフォー 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志永田 清男氏 服部 利之 浦河 市川牧場 ５０６± ０１：５８．３９ １０４．０�
７１３ ミッドナイトシップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４１４－ ６ 〃 クビ ３９０．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，７８０，２００円 複勝： ３５，２０３，９００円 枠連： １２，０６６，９００円

馬連： ４５，６６６，４００円 馬単： ３１，１６８，２００円 ワイド： ２１，６１６，５００円

３連複： ６７，７４５，９００円 ３連単： １０７，５２２，７００円 計： ３３９，７７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（２－７） ４１０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ５４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，４５０円 ３ 連 単 ��� ６，３３０円

票 数

単勝票数 計 １８７８０２ 的中 � ４２２９８（２番人気）
複勝票数 計 ３５２０３９ 的中 � ５２６８１（３番人気）� ８４１８１（２番人気）� ４６８０１（４番人気）
枠連票数 計 １２０６６９ 的中 （２－７） ２１７８９（１番人気）
馬連票数 計 ４５６６６４ 的中 �� ６１７８６（２番人気）
馬単票数 計 ３１１６８２ 的中 �� ２０３４２（３番人気）
ワイド票数 計 ２１６１６５ 的中 �� ２２０７５（２番人気）�� ９０６７（６番人気）�� １４７５５（５番人気）
３連複票数 計 ６７７４５９ 的中 ��� ３４５２８（３番人気）
３連単票数 計１０７５２２７ 的中 ��� １２５５１（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３７．６―５０．７―１：０３．７―１：１６．３―１：２９．０―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングブレイク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．１３ 京都６着

２００９．２．１８生 牡３栗 母 トロピカルナイト 母母 ウインドフレスカ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※ミッドナイトシップ号は，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。

第１回 阪神競馬 第１日



０６００３ ２月２５日 小雨 重 （２４阪神１）第１日 第３競走 ��
��１，４００�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

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

２４ トミケンアルドール 牡３栗 ５６ 川田 将雅冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新冠 タニグチ牧場 ４８０－ ６１：２５．４ ２．４�

４８ ヒカルソラフネ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９６± ０１：２５．７１� ８．５�
８１５ テイエムチャンス 牡３黒鹿５６ 田中 克典竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ６．１�
８１６ ジョウノメジャー 牡３栗 ５６ 北村 友一小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ８．９�
７１３ マーティンバローズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新冠 石郷岡 雅樹 ４７２－ ４１：２５．９１� ７．４�
５９ コスモレイラ 牝３青鹿５４ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ８１：２６．１１� ２７．１�
５１０ キタサンテンニョ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介�大野商事 鹿戸 明 新冠 	渡 信義 ４５４－ ４１：２６．３１� ３５．２

１２ シゲルキンカン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 下屋敷牧場 ４４２＋ ６１：２６．５１� ５６．２�
３５ メ ッ セ ー ジ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 ４５４－ ８ 〃 ハナ １１１．０�
２３ メイショウアルザス 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎松本 好氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ５．７�
３６ セトノアイガー 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５２４ ―１：２６．６� １９０．０�
６１２ ラインケイト 牝３黒鹿５４ 渡辺 薫彦大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新冠 土井牧場 ４０８－１０１：２７．８７ ４０６．１�
６１１ クリノホウザン 牡３鹿 ５６ 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 様似 中村 勝則 ４３８－ ６１：２８．１１� ３６１．９�
４７ アイファーペルラン 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 ４３４＋１０ 〃 ハナ １９４．８�
７１４ マイネアペリオ 牝３黒鹿５４ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 蛯名牧場 ４８２＋ ４１：２８．９５ １３０．１�
１１ ジャングルブック 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 浦河 谷川牧場 ５０２ ―１：３０．９大差 ８４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，４２４，７００円 複勝： ３８，２３３，５００円 枠連： １５，１０１，８００円

馬連： ４２，８３９，７００円 馬単： ３０，２２５，０００円 ワイド： ２１，９１４，０００円

３連複： ６２，３２４，６００円 ３連単： １００，７１１，５００円 計： ３３０，７７４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � １７０円 枠 連（２－４） ７１０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ３５０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，１８０円 ３ 連 単 ��� １０，０００円

票 数

単勝票数 計 １９４２４７ 的中 � ６６００５（１番人気）
複勝票数 計 ３８２３３５ 的中 � １０９６７５（１番人気）� ３９９０２（６番人気）� ５３９４４（２番人気）
枠連票数 計 １５１０１８ 的中 （２－４） １５８０３（４番人気）
馬連票数 計 ４２８３９７ 的中 �� ２８７３０（４番人気）
馬単票数 計 ３０２２５０ 的中 �� １４０４３（５番人気）
ワイド票数 計 ２１９１４０ 的中 �� １０６９７（５番人気）�� １６６２１（２番人気）�� ７４６３（１０番人気）
３連複票数 計 ６２３２４６ 的中 ��� ２１１０８（８番人気）
３連単票数 計１００７１１５ 的中 ��� ７４３６（２６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．９―１２．５―１２．６―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．９―４７．４―１：００．０―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンアルドール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１２．２．１１ 京都４着

２００９．５．２１生 牡３栗 母 エリモインプレス 母母 エリモエキスプレス ２戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
〔制裁〕 マーティンバローズ号の騎手岩田康誠は，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。（９番への進

路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャングルブック号は，平成２４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） ２頭 ナムラアーチ号・フェアリーズサン号
（非抽選馬） ３頭 キーメール号・シゲルガマズミ号・トウショウジュピタ号

０６００４ ２月２５日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）重 （２４阪神１）第１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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１５．７良・良

４４ デンコウオクトパス 牡５鹿 ６０ 西谷 誠田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４６２－ ４３：２０．９ ３．２�

７９ ディアプリンシパル 牡７青 ６０ 北沢 伸也寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９０－ ６３：２１．６４ ２．８�
３３ メイショウルシェロ 牝７黒鹿５８ 今村 康成松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４３４－ ６３：２２．２３� ５．３�
１１ テイエムライジン 牡４栗 ５９ 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４４２－１０３：２２．３� ７．２�
８１２ メイショウユウシャ 牡７栗 ６０

５７ ▲森 一馬松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 中脇 満 ５０８－ ２３：２３．４７ ３２．２�
７１０ スズノブレイヴ 牡５鹿 ６０ 林 満明阿部 雅子氏 谷 潔 鹿児島 徳重 正幸 ５１２＋ ４ 〃 ハナ ７８．１�
６８ メイショウイッキ 牡７鹿 ６０ 植野 貴也松本 好�氏 高橋 隆 浦河 浦河日成牧場 ４８６－ ４３：２４．０３� １７．５	
５５ プリティスカイ 牝４鹿 ５７ 田村 太雅長谷川光司氏 日吉 正和 新ひだか 見上牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ９６．３

６７ シ ー ラ イ フ 牝４芦 ５７ 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ５１８＋ ２３：２４．６３� ３７．４�
２２ マンハッタンスカイ 牡８黒鹿６０ 白浜 雄造 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５３０－２０３：３５．３大差 １２．７
８１１� スマートカンパニー �６鹿 ６０ 水出 大介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか ダイイチ牧場 ４６４－ ８３：３５．６１� ５５．３�
５６ マーブルアロー 牡６栗 ６０ 黒岩 悠下村 直氏 清水 久詞 新ひだか 藤川フアーム ５０２－ ２３：５５．２大差 ４５．６�

（落馬再騎乗）

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，７２９，５００円 複勝： ２０，３５２，４００円 枠連： ９，９１２，３００円

馬連： ３２，９３６，２００円 馬単： ２６，３７０，１００円 ワイド： １６，２４５，８００円

３連複： ５２，７２７，５００円 ３連単： ９２，６７４，９００円 計： ２６４，９４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（４－７） ５４０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ３４０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� ２，７２０円

票 数

単勝票数 計 １３７２９５ 的中 � ３３９０４（２番人気）
複勝票数 計 ２０３５２４ 的中 � ３７６６３（２番人気）� ５４２８３（１番人気）� ３０３７５（３番人気）
枠連票数 計 ９９１２３ 的中 （４－７） １３６２４（１番人気）
馬連票数 計 ３２９３６２ 的中 �� ４６９６５（１番人気）
馬単票数 計 ２６３７０１ 的中 �� １９２５０（１番人気）
ワイド票数 計 １６２４５８ 的中 �� １８４８９（１番人気）�� １０９９９（４番人気）�� １７８６５（２番人気）
３連複票数 計 ５２７２７５ 的中 ��� ５３１１６（１番人気）
３連単票数 計 ９２６７４９ 的中 ��� ２５１９９（２番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５２．０－３F ３９．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デンコウオクトパス �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００９．８．１ 小倉９着

２００７．４．１２生 牡５鹿 母 シルキーマニッシュ 母母 スポーデズブルー 障害：２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔落馬再騎乗〕 マーブルアロー号は，９号障害〔いけ垣〕着地時に騎手がバランスをくずし落馬したが，落馬地点で再騎乗して競走

を継続。
〔その他〕 マーブルアロー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 マーブルアロー号は，平成２４年３月２５日まで出走できない。



０６００５ ２月２５日 小雨 良 （２４阪神１）第１日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

５９ レインフォール 牡３芦 ５６ 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 ４３６ ―２：０５．２ １６．２�

７１３ ザ グ レ ー ス 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１２ ―２：０５．７３ ５．５�

１１ ドラケンスバーグ 牡３黒鹿５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８８ ―２：０６．０２ ２．８�
（伊）

８１５ オ マ モ リ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊小田切有一氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 ４３８ ―２：０６．７４ ７５．２�
６１０ ジュエルトウショウ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５２ ―２：０７．０１� ７．３�
７１２ サンライズクラウド 牡３鹿 ５６ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５５２ ―２：０７．１� １１．６	
３５ スマートラファエル 牡３黒鹿５６ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７２ ―２：０７．２クビ １０．１

６１１ タニノマイルストン 牝３栗 ５４ 小林慎一郎谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４１６ ― 〃 クビ ６８．５�
２２ ソングライダー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎中西 功氏 加藤 敬二 日高 高山牧場 ４６２ ―２：０７．３� １６９．６�
４７ ショウナンバッカス 牡３栗 ５６ C．デムーロ 国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２ ―２：０７．４� ２４．８
（伊）

３４ テーオーレジェンド 牡３栗 ５６ 松山 弘平小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 ５１６ ―２：０７．７１� ３０．９�
８１４� コスモアネクドート 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 愛 Mogeely Stud ４４４ ―２：０７．８� １７０．７�
４６ インヴェストメント 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８ ―２：０７．９� ５．４�
５８ クリスタルシチー 牝３鹿 ５４ 川須 栄彦 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 新ひだか 千代田牧場 ４５８ ―２：０８．５３� ３４．２�
２３ アグネスベネッセ 牡３栗 ５６ 小牧 太渡辺 孝男氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４３６ ―２：０８．８２ ７１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，１９２，９００円 複勝： ３４，４５５，５００円 枠連： １６，４７３，２００円

馬連： ４８，８６６，０００円 馬単： ３２，４７４，５００円 ワイド： ２３，２６１，５００円

３連複： ６９，６８７，８００円 ３連単： １０１，７０７，２００円 計： ３５０，１１８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ３００円 � １７０円 � １４０円 枠 連（５－７） １，４５０円

馬 連 �� ３，７４０円 馬 単 �� ９，４７０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ８２０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ３，４６０円 ３ 連 単 ��� ３６，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２３１９２９ 的中 � １１３１３（７番人気）
複勝票数 計 ３４４５５５ 的中 � ２２２４４（７番人気）� ５４５０７（２番人気）� ８７８４９（１番人気）
枠連票数 計 １６４７３２ 的中 （５－７） ８３９９（７番人気）
馬連票数 計 ４８８６６０ 的中 �� ９６５２（１５番人気）
馬単票数 計 ３２４７４５ 的中 �� ２５３２（３７番人気）
ワイド票数 計 ２３２６１５ 的中 �� ４１８２（１７番人気）�� ６７８２（９番人気）�� １８６０５（１番人気）
３連複票数 計 ６９６８７８ 的中 ��� １４８７１（７番人気）
３連単票数 計１０１７０７２ 的中 ��� ２０７０（１０３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１３．３―１３．３―１３．０―１２．１―１２．１―１２．０―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．８―３８．１―５１．４―１：０４．４―１：１６．５―１：２８．６―１：４０．６―１：５２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．６
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レインフォール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Nijinsky 初出走

２００９．３．２７生 牡３芦 母 エヴァソーライトリー 母母 Quixotic Lady １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔その他〕 アグネスベネッセ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アグネスベネッセ号は，平成２４年３月２５日まで出走できない。
※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。

０６００６ ２月２５日 小雨 重 （２４阪神１）第１日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

１１ ドリームコンサート 牡３栗 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４７４－ ６１：１１．９ ２．９�

６１１ ローレルレジェンド 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４７２－ ２１：１２．０� １５．１�
４７ ヴェルティゴ 牡３青鹿５６ 松山 弘平島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 ４９６－１０１：１２．２１ ２８．３�
３６ � パトロネージュ 牡３栗 ５６ 幸 英明前田 幸治氏 角田 晃一 米 Siena

Farms LLC B５２０＋ ４１：１２．４１� ４１．２�
８１６ コウユーサムライ 牡３栗 ５６ 浜中 俊加治屋康雄氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 ４７６＋ ２１：１２．６１ ４１．９�
７１４ カシノインカローズ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４３０－ ２ 〃 クビ １５７．３�
２４ � サウンドガガ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠増田 雄一氏 佐藤 正雄 米

Peggy S. Dellheim, Nor-
man Dellheim & The Ro-
man Ruler Syndicate

４６２－ ４ 〃 ハナ ２．７	
４８ カイシュウタビビト 牡３芦 ５６ N．ピンナ 飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 秋田牧場 ４９４± ０１：１２．８１	 ２４．２


（伊）

６１２ キンシツーストン 牡３鹿 ５６ 小牧 太若草クラブ 浅見 秀一 様似 ホウセイ牧場 ４６４＋ ２１：１３．０１	 ２３３．２�
５１０� オ オ ミ カ ミ 牡３栃栗５６ 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-

bles Inc. ４９８－ ８１：１３．１クビ １０．７�
１２ サハラブレイヴ 牡３栗 ５６ 北村 友一 �グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４８２－ ８ 〃 ハナ ２９．９
３５ � ジョーマダガスカル 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III ５１０＋ ８ 〃 クビ ７４．５�
７１３ タマモオンゾウシ 牡３栗 ５６ 福永 祐一タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４９８＋ ４１：１３．２クビ ７．７�
５９ ジャズドラム 牡３鹿 ５６ 和田 竜二本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８４－ ４１：１３．６２� ２１．４�
２３ テイエムシシオー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 優作竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 ４４４＋ ４１：１３．７クビ ８１．４�
８１５ メイショウアキシノ 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 ４２０－ ６１：１４．３３� ２４３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，６０４，７００円 複勝： ４８，５５８，６００円 枠連： １５，８６７，７００円

馬連： ６３，１０７，１００円 馬単： ４１，６５１，５００円 ワイド： ３１，９３９，３００円

３連複： ８６，８７２，８００円 ３連単： １４４，２６４，４００円 計： ４５９，８６６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ４５０円 � ７３０円 枠 連（１－６） １，６８０円

馬 連 �� ２，０００円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� １，４６０円 �� ４，５６０円

３ 連 複 ��� １５，４１０円 ３ 連 単 ��� ５８，５００円

票 数

単勝票数 計 ２７６０４７ 的中 � ７６９２１（２番人気）
複勝票数 計 ４８５５８６ 的中 � １３２７８９（１番人気）� ２３３２６（５番人気）� １３２６８（９番人気）
枠連票数 計 １５８６７７ 的中 （１－６） ６９８３（７番人気）
馬連票数 計 ６３１０７１ 的中 �� ２３３１６（６番人気）
馬単票数 計 ４１６５１５ 的中 �� １０４８９（７番人気）
ワイド票数 計 ３１９３９３ 的中 �� １０５５９（５番人気）�� ５３７６（１３番人気）�� １６５５（４５番人気）
３連複票数 計 ８６８７２８ 的中 ��� ４１６３（４３番人気）
３連単票数 計１４４２６４４ 的中 ��� １８２０（１５０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．６―１２．０―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．７―４６．７―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームコンサート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１２．１８ 阪神４着

２００９．４．８生 牡３栗 母 ウィーンコンサート 母母 サウンドカグラ ４戦２勝 賞金 １５，９００，０００円
〔制裁〕 カイシュウタビビト号の騎手N．ピンナは，保護ベストを着用しないで競走に騎乗したことについて平成２４年３月３日から

平成２４年３月４日まで騎乗停止。
※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 キセキノハナ号・キンシザイル号・シルクティソナ号・トップフライアー号・ハマノヴィグラス号・

メイショウフォロー号
※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。



０６００７ ２月２５日 曇 重 （２４阪神１）第１日 第７競走 ��
��１，８００�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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７９ エーシンリボルバー 牡４栗 ５６ 川須 栄彦�栄進堂 松永 昌博 浦河 有限会社
吉田ファーム ５２８－ ８１：５１．９ ４．７�

８１０ マルカプレジオ 牡４栃栗５６ 池添 謙一河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４８６＋１０ 〃 クビ ２．９�
６６ カピオラニパレス 牡４芦 ５６ 藤岡 佑介横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５１６－ ６１：５３．２８ ６．７�
８１１ メイショウシャイン 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４７４－ ４１：５３．４１� ５２．５�
４４ ウインシュヴァルツ 牡５青 ５７ 荻野 琢真�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４７８＋ ２１：５３．６１ １７．８�
７８ ジャニアリシックス 牡４栗 ５６ N．ピンナ 深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ２１：５３．９１� ３．５�

（伊）

３３ クーガーストリート 牡４青鹿５６ C．デムーロ 	社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：５４．３２� ４１．７

（伊）

６７ 	 シンボリストーム 牡４鹿 ５６ 高橋 亮シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro
Wada ５１２＋ ２ 〃 ハナ ８．６�

２２ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７
５４ ▲森 一馬内藤 耕造氏 高橋 隆 新ひだか 原口フアーム ４６６－１２１：５５．２５ ２３３．２�

５５ 
 メイショウピゴット 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４７０－ ２１：５５．５１� ２５．７
１１ シルクジェネラーレ 牡４栗 ５６

５３ ▲水口 優也有限会社シルク西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４５８－ ２１：５５．７１� １０４．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，４４４，５００円 複勝： ４４，１１０，７００円 枠連： １５，２２４，０００円

馬連： ５５，５３５，２００円 馬単： ３８，６４５，２００円 ワイド： ２５，１５３，２００円

３連複： ７５，３８５，６００円 ３連単： １３７，１５８，４００円 計： ４１６，６５６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ３００円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ５９０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� １３，１００円

票 数

単勝票数 計 ２５４４４５ 的中 � ４３１７５（３番人気）
複勝票数 計 ４４１１０７ 的中 � ６８１１５（３番人気）� ７６９５１（２番人気）� ５１０８０（５番人気）
枠連票数 計 １５２２４０ 的中 （７－８） ３７５０７（１番人気）
馬連票数 計 ５５５３５２ 的中 �� ４０７０７（３番人気）
馬単票数 計 ３８６４５２ 的中 �� １２２８５（１１番人気）
ワイド票数 計 ２５１５３２ 的中 �� １５５５５（５番人気）�� １０２７２（９番人気）�� １０７３１（７番人気）
３連複票数 計 ７５３８５６ 的中 ��� ２５９３８（７番人気）
３連単票数 計１３７１５８４ 的中 ��� ７７３２（４６番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．１―１３．４―１３．２―１２．３―１２．１―１２．２―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．２―３７．６―５０．８―１：０３．１―１：１５．２―１：２７．４―１：３９．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エーシンリボルバー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Gulch デビュー ２０１１．２．１３ 京都１３着

２００８．５．２１生 牡４栗 母 エイシンミラン 母母 Raja’s Delight ９戦２勝 賞金 １６，５５０，０００円
〔その他〕 シンボリストーム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シンボリストーム号は，平成２４年３月２５日まで出走できない。
※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。

０６００８ ２月２５日 曇 重 （２４阪神１）第１日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

６１２ キョウワダッフィー 牡４鹿 ５７ 池添 謙一�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４６４＋ ８１：２４．３ ２．７�

１１ マイユクール 牝４黒鹿５５ 北村 友一�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ ２．８�
８１６ トーブプリンス 牡５栗 ５７ 野元 昭嘉武井 久夫氏 武田 博 青森 石田 英機 ４８８＋１２１：２４．８３ ２８３．８�
４８ � コパノハリケーン 牡４鹿 ５７

５６ ☆国分 優作小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 乾 皆雄 ４９０－ ６ 〃 ハナ ５５．１�
５９ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B４９８－ ６ 〃 クビ ３０．２�
１２ リュウシンヒーロー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５４－ ２ 〃 ハナ ８９．５	
７１４� シルクプラズマ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４５４－ ２１：２４．９� ８５．１

４７ カンファーネオ 牡５鹿 ５７ 幸 英明楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４８４＋ ７ 〃 ハナ ２３．０�
６１１� ピ ュ カ ー ロ 牡４栗 ５７ 上村 洋行藤田 孟司氏 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ４１：２５．０クビ ６．９�
７１３� ナイスジャパン 牡４青 ５７ 和田 竜二菅藤 宗一氏 境 直行 浦河 小池 博幸 ５０８－１２１：２５．３１� ５９．２
３６ スマイリングムーン 牝４黒鹿５５ C．デムーロ 吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ４９８＋ ４ 〃 クビ ６．５�

（伊）

５１０ プ ロ ポ ー ズ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真河村 祥史氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 ４６８－１２１：２５．４� ４１．９�
３５ � リバースターリング 牡４栗 ５７ N．ピンナ 河越 武治氏 作田 誠二 日高 豊洋牧場 ４７２－ ８１：２５．８２� ２３．２�

（伊）

２４ � トップアスリート 牡４黒鹿５７ 松山 弘平横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 新ひだか マークリ牧場 ４８６－１２１：２５．９クビ １４０．６�
８１５ ノーザンソング 牝４鹿 ５５ 国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４７６－ ２１：２６．２２ ９７．３�
２３ ドリームムサシ 牡５栗 ５７ 長谷川浩大セゾンレースホース� 中村 均 新ひだか 平野牧場 ４９８－２２１：２６．７３ ２７４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７７３，１００円 複勝： ４６，３９０，０００円 枠連： ２２，８８９，４００円

馬連： ６８，０６４，１００円 馬単： ４８，３８９，１００円 ワイド： ３１，６７５，７００円

３連複： ９１，８７３，８００円 ３連単： １６５，５６２，５００円 計： ４９９，６１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ３，７８０円 枠 連（１－６） ３１０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ９，２００円 �� ７，８５０円

３ 連 複 ��� ２６，６８０円 ３ 連 単 ��� ７６，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２４７７３１ 的中 � ７３０２０（１番人気）
複勝票数 計 ４６３９００ 的中 � １０５７４７（２番人気）� １１６００６（１番人気）� １８０６（１５番人気）
枠連票数 計 ２２８８９４ 的中 （１－６） ５５１０７（１番人気）
馬連票数 計 ６８０６４１ 的中 �� １２７８８３（１番人気）
馬単票数 計 ４８３８９１ 的中 �� ４５５０９（２番人気）
ワイド票数 計 ３１６７５７ 的中 �� ４６１１７（１番人気）�� ７２６（５８番人気）�� ８５２（５６番人気）
３連複票数 計 ９１８７３８ 的中 ��� ２５４２（６１番人気）
３連単票数 計１６５５６２５ 的中 ��� １６０３（１９７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．８―１２．１―１２．１―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．５―５９．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワダッフィー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１１．２８ 京都２着

２００８．４．１０生 牡４鹿 母 アサカプティット 母母 プティットイル ７戦２勝 賞金 ２０，１００，０００円
〔騎手変更〕 ナイスジャパン号の騎手武英智は，病気のため和田竜二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 キングブラーボ号
※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。



０６００９ ２月２５日 曇 良 （２４阪神１）第１日 第９競走 ��
��２，０００�

せ ん り や ま

千 里 山 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

４４ ジェントルマン 牡４黒鹿５６ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ４８６－ ２２：０２．９ ７．２�

５６ アドマイヤラクティ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４８２－ ６ 〃 ハナ ５．５�
７１１ ホッコーガンバ 牡４鹿 ５６ 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 梅田牧場 ４９６＋１０ 〃 クビ ３３．０�
６９ コアレスドラード 牡４栗 ５６ 藤田 伸二小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４４－ ２２：０３．０クビ １２．１�
２２ ヴィーヴァギブソン 牡５鹿 ５７ C．デムーロ 芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５２０－ ４ 〃 クビ ４２．７�

（伊）

７１０ マイネルガヴロシュ 牡５青鹿５７ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 B４８８－ ４２：０３．１クビ ４２．０�

３３ ベンジャミン 牡４青鹿５６ 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ５００＋ ６２：０３．２� ３２．３	
６８ � シルヴァーノ 	５鹿 ５７ 四位 洋文 
サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４９８－１０２：０３．５１� ３３．７�
１１ ナリタプラチナ 牡６黒鹿５７ 和田 竜二�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４８０－ ８２：０３．６クビ １０．８�
４５ カ フ ナ 牡４黒鹿５６ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２２：０３．７� １．９
８１２ ゴットラウディー 牡４鹿 ５６ 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 浦河 赤田牧場 ４７０－ ２２：０４．４４ １４．０�
８１３ カリスマミッキー 牡４栗 ５６ 松山 弘平三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４８２± ０２：０４．８２
 ２２２．８�
５７ テイエムシバスキー 牡６鹿 ５７ 川須 栄彦竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４８０± ０２：０８．６大差 ４０．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４０，３１２，８００円 複勝： ８２，３５２，５００円 枠連： ２４，４５０，５００円

馬連： １０９，３５３，５００円 馬単： ６９，４７８，６００円 ワイド： ４９，４８３，３００円

３連複： １４７，５４０，７００円 ３連単： ２７５，５８４，８００円 計： ７９８，５５６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２５０円 � １８０円 � ８２０円 枠 連（４－５） ３９０円

馬 連 �� １，９５０円 馬 単 �� ４，３００円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ４，５７０円 �� ３，２３０円

３ 連 複 ��� ２６，２７０円 ３ 連 単 ��� １３１，０５０円

票 数

単勝票数 計 ４０３１２８ 的中 � ４４７１９（３番人気）
複勝票数 計 ８２３５２５ 的中 � ９０４７８（３番人気）� １４６４６５（２番人気）� ２０５２８（１０番人気）
枠連票数 計 ２４４５０５ 的中 （４－５） ４７２１６（１番人気）
馬連票数 計１０９３５３５ 的中 �� ４１５４３（６番人気）
馬単票数 計 ６９４７８６ 的中 �� １１９４９（１３番人気）
ワイド票数 計 ４９４８３３ 的中 �� １９８１５（６番人気）�� ２５６５（４５番人気）�� ３６５４（３２番人気）
３連複票数 計１４７５４０７ 的中 ��� ４１４５（６９番人気）
３連単票数 計２７５５８４８ 的中 ��� １５５２（３３１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．４―１２．５―１２．１―１２．０―１２．３―１２．３―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３６．５―４９．０―１：０１．１―１：１３．１―１：２５．４―１：３７．７―１：４９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェントルマン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１０．１２．５ 阪神３着

２００８．４．６生 牡４黒鹿 母 マ チ ル ド 母母 ジュビロレディ ８戦３勝 賞金 ３３，５３４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムシバスキー号は，平成２４年３月２５日まで平地競走に出走できない。
※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。

０６０１０ ２月２５日 曇 良 （２４阪神１）第１日 第１０競走 ��
��２，４００�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走１５時００分 （芝・右・外）

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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

６８ メイショウウズシオ 牡５黒鹿５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７６± ０２：３０．０ ９．１�

４４ フミノヤマビコ 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４７６＋ ４２：３０．４２� ６４．２�
２２ ダ コ ー ル 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８＋ ２ 〃 クビ １．５�
３３ タニノエポレット 牡５鹿 ５７ 福永 祐一谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５１０＋ ４２：３０．５� １２．７�
４５ マ ナ ク ー ラ 牡６黒鹿５７ C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８２：３０．８２ １０．９�
（伊）

８１２ タガノファントム 牡８栗 ５７ 川須 栄彦八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４８０－ ４２：３０．９� ６７．２�

８１３ ロードオブザリング 牡５鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ５０６－ ８２：３１．０クビ ８．０	
７１０ ゴールドブライアン 牡４青鹿５６ 小牧 太杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４６２＋ ２２：３１．３１� ５１．０

５７ トウカイオーロラ 牡５黒鹿５７ N．ピンナ 内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４８８± ０２：３１．７２� １１．５�

（伊）

１１ ブルースターキング 牡６黒鹿５７ 松山 弘平 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４８０＋ ２ 〃 アタマ １１９．５�
７１１ シ グ ナ リ オ 牡８栗 ５７ 和田 竜二齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ６２：３２．１２� ２６３．９
５６ ケンブリッジレーザ 牡９青 ５７ 幸 英明中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ５０２－ ４ 〃 クビ １９６．６�
６９ フェニコーン 牡８黒鹿５７ 渡辺 薫彦齊藤四方司氏 小桧山 悟 門別 下河辺牧場 ５１０－ ２２：３２．３１	 １７５．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４９，９９０，１００円 複勝： １６８，２５８，７００円 枠連： ２６，４７３，８００円

馬連： １４７，４４３，３００円 馬単： １０３，０２６，７００円 ワイド： ５７，５１４，８００円

３連複： １７４，１２１，７００円 ３連単： ４３１，４４５，９００円 計： １，１５８，２７５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２５０円 � ９５０円 � １１０円 枠 連（４－６） ３，１００円

馬 連 �� １６，６４０円 馬 単 �� ３３，０６０円

ワ イ ド �� ３，３６０円 �� ３２０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ６，８００円 ３ 連 単 ��� ９１，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４９９９０１ 的中 � ４３３０６（３番人気）
複勝票数 計１６８２５８７ 的中 � ８４７４８（６番人気）� １６７７６（８番人気）� １１０２７３２（１番人気）
枠連票数 計 ２６４７３８ 的中 （４－６） ６３１６（１０番人気）
馬連票数 計１４７４４３３ 的中 �� ６５４２（２４番人気）
馬単票数 計１０３０２６７ 的中 �� ２３００（４７番人気）
ワイド票数 計 ５７５１４８ 的中 �� ３８２３（２６番人気）�� ５１３５７（４番人気）�� ９８９９（１８番人気）
３連複票数 計１７４１２１７ 的中 ��� １８９０４（２３番人気）
３連単票数 計４３１４４５９ 的中 ��� ３４８９（２０６番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．５―１３．７―１３．３―１３．２―１２．４―１２．１―１１．９―１１．９―１２．２―１１．３―１２．６

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―２５．４―３９．１―５２．４―１：０５．６―１：１８．０―１：３０．１―１：４２．０―１：５３．９―２：０６．１―２：１７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウウズシオ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．８．９ 小倉１着

２００７．４．１２生 牡５黒鹿 母 カワカミパウダー 母母 パウダースノー １８戦５勝 賞金 ９６，７５３，０００円
〔発走時刻の変更〕 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。



０６０１１ ２月２５日 曇 良 （２４阪神１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第２１回アーリントンカップ（ＧⅢ）

発走１５時３５分 （芝・右・外）
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２，０００万
円以上の馬１�増，�：馬齢重量，重賞競走１着馬１�増

アーリントンパーク競馬場賞（１着）
賞 品

本 賞 ３７，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，３００，０００円 ５，６００，０００円 ３，７００，０００円
付 加 賞 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１３ ジャスタウェイ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－１０１：３６．３ ４．１�

２２ オ リ ー ビ ン 牡３栗 ５６ C．デムーロ 吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：３６．４� ６．０�
（伊）

３３ アルキメデス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６４－ ８１：３６．６１	 １１．６�

６８ ローレルブレット 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ ７．２�
７１０ ヴィンテージイヤー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B５０８± ０ 〃 アタマ ４５．６�
７１１ ネオヴァンクル 牡３栗 ５６ 浜中 俊小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４１：３６．７クビ ３６．２�
５７ ブライトライン 牡３青 ５６ 安藤 勝己�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４＋ ４ 〃 ハナ ７．８	
５６ ダイワマッジョーレ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：３７．１２� １６．３


（伊）

６９ ダ ロ ー ネ ガ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：３７．２
 ３．７�
８１２ ヴェアデイロス 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８± ０１：３７．６２� １６４．０
４４ カイルアロマンス 牝３鹿 ５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：３７．７
 １８３．３�
４５ チャンピオンヤマト 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 ４６０－ ２１：３８．６５ １４．１�
１１ ワイドバッハ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 ４６０＋ ２１：４１．１大差 ３６．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９５，６５５，８００円 複勝： １６９，１９７，１００円 枠連： ６５，４５８，０００円

馬連： ３９１，５３７，９００円 馬単： ２０２，２８８，８００円 ワイド： １３２，２３５，５００円

３連複： ５２２，９２２，０００円 ３連単： １，００７，６５５，１００円 計： ２，５８６，９５０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（２－８） １，１３０円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １，０００円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ４，４８０円 ３ 連 単 ��� １９，０２０円

票 数

単勝票数 計 ９５６５５８ 的中 � １８７９２６（２番人気）
複勝票数 計１６９１９７１ 的中 � ３０２２０９（２番人気）� ２３０６６３（３番人気）� １３７０００（６番人気）
枠連票数 計 ６５４５８０ 的中 （２－８） ４３０７６（４番人気）
馬連票数 計３９１５３７９ 的中 �� ２１９０１７（３番人気）
馬単票数 計２０２２８８８ 的中 �� ６２３７８（６番人気）
ワイド票数 計１３２２３５５ 的中 �� ５８９０２（４番人気）�� ３２１３５（１２番人気）�� ３０４７１（１４番人気）
３連複票数 計５２２９２２０ 的中 ��� ８６１５３（１４番人気）
３連単票数 計１００７６５５１ 的中 ��� ３９１１１（４９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．１―１２．２―１２．４―１１．７―１１．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．４―３６．５―４８．７―１：０１．１―１：１２．８―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスタウェイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１１．７．２３ 新潟１着

２００９．３．８生 牡３鹿 母 シ ビ ル 母母 シ ャ ロ ン ５戦２勝 賞金 ６８，０７４，０００円
〔制裁〕 ネオヴァンクル号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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。

０６０１２ ２月２５日 曇 重 （２４阪神１）第１日 第１２競走 ��１，８００�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，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ スマートタイタン 牡６栗 ５７ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５３０＋ ２１：５１．２ ２．６�

２４ アキノグローブ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎穐吉 正孝氏 千田 輝彦 新冠 斉藤 安行 ４８６－ ４１：５２．５８ ７９．５�
５１０ カレンジェニオ 牡４栗 ５６ 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８６＋ ６ 〃 ハナ ６．２�
２３ カリズマクレスト 牡６栗 ５７

５６ ☆高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ５０６－ ４１：５２．６� ３２．７�
５９ ドリームマジシャン 牡５青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９８－ ２１：５２．７クビ ７．８�
７１４ ミラクルセッション 牡６栗 ５７ 松山 弘平吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ５０８＋１８ 〃 クビ ２０．９�
１２ � サクラキングオー 牡６栗 ５７ 上村 洋行�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 B５００－ ６１：５２．８� ２４．６	
４７ ステキナシャチョウ 牡５鹿 ５７ 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４６４－ ４１：５３．０� １１．４

３５ トップオブカハラ 牡５芦 ５７ 川須 栄彦横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４９０－ ４ 〃 アタマ ３５．６�
４８ ナムラボルテージ 牝５鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７０± ０１：５３．３１� １１２．５�
８１６ スカイスクレイパー 牡４栗 ５６ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ６ 〃 アタマ ５．８
８１５ タマモブラウン 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０４± ０１：５３．７２� ７８．９�
１１ � テイエムゲンキボ 牡８黒鹿５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 岡田 猛 ４９２－２２１：５３．８� １５８．６�
６１２ ディープルマン 牡４鹿 ５６ 和田 竜二深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５１２－ ２１：５３．９クビ ９．３�
６１１ モズハリケーン 牡４栗 ５６ 古川 吉洋北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 B５０２－ ８１：５４．２２ ２０６．９�
３６ テンシノマズル 牡６鹿 ５７ N．ピンナ 岩� 僖澄氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４６０± ０１：５９．２大差 ５７．８�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，２８７，１００円 複勝： ８２，３９８，５００円 枠連： ４１，４１４，５００円

馬連： １４６，０５１，４００円 馬単： ８３，５５６，３００円 ワイド： ６３，３９４，７００円

３連複： ２０１，４８２，５００円 ３連単： ３５７，５２０，８００円 計： １，０１９，１０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １６０円 � ２，４１０円 � ２２０円 枠 連（２－７） ３，０６０円

馬 連 �� １７，５６０円 馬 単 �� ２３，６６０円

ワ イ ド �� ５，２２０円 �� ４９０円 �� ８，４３０円

３ 連 複 ��� ２６，６５０円 ３ 連 単 ��� １７２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４３２８７１ 的中 � １３５３５１（１番人気）
複勝票数 計 ８２３９８５ 的中 � １７２３７９（１番人気）� ６３２２（１４番人気）� １０１１３７（４番人気）
枠連票数 計 ４１４１４５ 的中 （２－７） １００１６（１３番人気）
馬連票数 計１４６０５１４ 的中 �� ６１３９（４４番人気）
馬単票数 計 ８３５５６３ 的中 �� ２６０７（７０番人気）
ワイド票数 計 ６３３９４７ 的中 �� ２８３９（４７番人気）�� ３５５２９（２番人気）�� １７５０（６１番人気）
３連複票数 計２０１４８２５ 的中 ��� ５５８０（８５番人気）
３連単票数 計３５７５２０８ 的中 ��� １５３４（５１０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１３．５―１２．０―１２．５―１２．５―１２．１―１１．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３８．０―５０．０―１：０２．５―１：１５．０―１：２７．１―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スマートタイタン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．２．２１ 京都１着

２００６．３．３１生 牡６栗 母 サーモンタイム 母母 Icelette １０戦４勝 賞金 ４４，２７８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンシノマズル号は，平成２４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） ５頭 グッドカレラ号・タマモアルプス号・フロムジオリエント号・メイショウスクラム号・ローレルレガリス号
（非抽選馬） １頭 キーネプチューン号
※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。



（２４阪神１）第１日 ２月２５日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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 手 当

２４２，３６０，０００円
４，１６０，０００円
５，９２０，０００円
１，５２０，０００円
２２，０３０，０００円
５９，８７６，５００円
５，２４５，４００円
１，６５１，２００円

勝馬投票券売得金
３９９，３７０，５００円
８０９，００４，７００円
２７８，３７０，２００円
１，１９８，０２２，６００円
７３７，６４１，９００円
４９８，８６５，４００円
１，６２５，４６４，４００円
３，０２３，１７８，９００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 ８，５６９，９１８，６００円

総入場人員 １２，７３８名 （有料入場人員 １１，９３０名）


