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07001 2月25日 晴 重 （29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）

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
1：08．8
1：08．7

重
重

714 ケンシュナウザー 牡3栗 56 浜中 俊中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 468－ 61：11．4 13．8�

59 フォーチュンキセキ 牝3鹿 54 小牧 太山口 敦広氏 渡辺 薫彦 日高 モリナガファーム 450＋ 41：12．03� 5．6�
816 アユツリオヤジ 牡3栗 56 松若 風馬 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 484－ 41：12．53 24．1�
12 メイショウオオヨド 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 446－ 41：12．6� 2．5�
48 トモノセンス 牡3鹿 56 国分 恭介共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 498－141：12．7� 71．8�
36 タガノラガッツォ 牡3鹿 56

55 ☆�島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436＋ 81：12．8� 6．2	

612 アラタマクリスエス 牝3鹿 54
51 ▲森 裕太朗荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 436－ 2 〃 クビ 114．7


47 シ ン カ イ 牡3栗 56 幸 英明三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 シンボリ牧場 498＋ 21：12．9クビ 9．6�
24 ディライトラッシュ 牡3鹿 56 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 西園 正都 浦河 小倉牧場 500＋ 61：13．64 9．4�
713 スズカチャレンジ 牡3鹿 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 488＋ 21：13．81� 10．5
510 ジ ェ ー ム ス 牡3鹿 56 大下 智 �カナヤマホール

ディングス 藤沢 則雄 新ひだか へいはた牧場 456－ 81：14．01� 90．9�
11 ビッグディッパー 牡3芦 56 武 幸四郎芳賀美知子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 508＋10 〃 クビ 19．1�
23 クリノレオノール 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 434－ 41：14．1� 122．2�
35 タガノワンハート 牝3鹿 54 酒井 学八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 八木牧場 404－ 21：14．63 203．7�
611 サンマルトビー 牡3黒鹿56 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 460－201：14．7クビ 120．4�
815 アズユーウィッシュ 牝3栗 54 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 21：15．23 216．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，613，700円 複勝： 42，916，300円 枠連： 13，708，600円
馬連： 50，743，400円 馬単： 25，181，900円 ワイド： 34，428，900円
3連複： 74，013，600円 3連単： 86，094，100円 計： 353，700，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 420円 � 260円 � 830円 枠 連（5－7） 1，520円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 7，520円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 4，760円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 32，900円 3 連 単 ��� 161，280円

票 数

単勝票数 計 266137 的中 � 15417（7番人気）
複勝票数 計 429163 的中 � 26266（7番人気）� 50042（3番人気）� 12094（8番人気）
枠連票数 計 137086 的中 （5－7） 6964（6番人気）
馬連票数 計 507434 的中 �� 11282（15番人気）
馬単票数 計 251819 的中 �� 2510（35番人気）
ワイド票数 計 344289 的中 �� 8982（12番人気）�� 1822（39番人気）�� 2955（25番人気）
3連複票数 計 740136 的中 ��� 1687（79番人気）
3連単票数 計 860941 的中 ��� 387（421番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．7―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．8―46．5―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンシュナウザー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2016．9．10 阪神7着

2014．5．11生 牡3栗 母 ケンアマツカゼ 母母 セイントエンジェル 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔発走状況〕 スズカチャレンジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ウィズネイチャー号・クリノカエサル号・レオフェアリー号

07002 2月25日 晴 重 （29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

44 メイショウヤエヤマ 牡3鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 498± 01：53．7 9．8�
89 テイエムグッドマン 牡3鹿 56 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 490± 01：53．91� 1．4�
66 テイエムダンシャク 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗竹園 正繼氏 池添 学 日高 日高テイエム
牧場株式会社 490＋ 61：54．53� 76．0�

11 オ ニ ダ ツ 牡3栗 56 川須 栄彦鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 508± 01：55．24 3．8�
77 ゲットグローリー 牡3鹿 56 古川 吉洋�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490± 01：55．62� 96．3�
33 ロードギブソン 牡3栗 56 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 484－ 21：55．81� 27．7	
55 スズカブラック 牡3栗 56

55 ☆岩崎 翼永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 476＋ 41：55．9� 22．0

810 レッドラーザム 牡3鹿 56 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B464－ 21：57．510 18．3�
78 ブ ル ノ 牡3栗 56 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 456－ 21：57．6クビ 188．9
22 コ エ レ 牡3黒鹿56 	島 良太守内 満氏 西橋 豊治 日高 賀張三浦牧場 458－ 42：03．6大差 19．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，653，800円 複勝： 83，373，700円 枠連： 10，948，900円
馬連： 41，748，400円 馬単： 34，351，700円 ワイド： 24，863，700円
3連複： 52，296，500円 3連単： 125，457，400円 計： 397，694，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 220円 � 110円 � 980円 枠 連（4－8） 600円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 250円 �� 5，250円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 9，440円 3 連 単 ��� 69，690円

票 数

単勝票数 計 246538 的中 � 20099（3番人気）
複勝票数 計 833737 的中 � 33087（4番人気）� 614300（1番人気）� 5328（8番人気）
枠連票数 計 109489 的中 （4－8） 14098（2番人気）
馬連票数 計 417484 的中 �� 54043（2番人気）
馬単票数 計 343517 的中 �� 12056（7番人気）
ワイド票数 計 248637 的中 �� 30855（2番人気）�� 1060（27番人気）�� 4117（14番人気）
3連複票数 計 522965 的中 ��� 4153（21番人気）
3連単票数 計1254574 的中 ��� 1305（136番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―13．5―12．7―12．6―12．5―12．4―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．7―50．4―1：03．0―1：15．5―1：27．9―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤエヤマ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．20 小倉9着

2014．3．25生 牡3鹿 母 ココモオレンジ 母母 オレンジピール 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔その他〕 コエレ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

第１回 阪神競馬 第１日



07003 2月25日 晴 重 （29阪神1）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・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
1：08．8
1：08．7

重
重

611 スズカモナミ 牝3鹿 54 松若 風馬永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 424 ―1：13．9 7．0�
612 メモリーフェーブル 牝3栗 54 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 大北牧場 448 ― 〃 クビ 7．1�
815 ナガラエンカ 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 440 ―1：14．21� 21．6�

12 トリニダード 牡3鹿 56
55 ☆岩崎 翼前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか 千代田牧場 494 ―1：14．41� 25．1�

35 カネトシラトゥ 牝3鹿 54 国分 恭介兼松 昌男氏 五十嵐忠男 新冠 武田 寛治 442 ―1：14．61 53．4�
48 フルトベングラー 牡3栗 56 難波 剛健 �ローレルレーシング 高橋 義忠 日高 森永牧場 458 ―1：14．7� 98．5	
59 スマートフェンリル 牡3栗 56 M．デムーロ大川 徹氏 大久保龍志 青森 マルシチ牧場 482 ―1：14．8� 4．5

36 モズシャティン 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 454 ―1：15．01� 10．5�
23 ブルージェイ 牝3青鹿54 武 豊�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 450 ―1：15．1クビ 11．3
11 パワーフレーズ 牝3鹿 54 C．ルメール 北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 444 ― 〃 クビ 5．7�
47 ポエティック 牝3鹿 54 古川 吉洋田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 456 ―1：15．52� 203．9�
713 ヤマニンミモレット 牝3栗 54 幸 英明土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 466 ―1：15．82 53．8�
24 ウインリフレイン 牡3栗 56 高倉 稜�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 468 ―1：15．9クビ 131．3�
510 アイファーアラート 牝3鹿 54 小林 徹弥中島 稔氏 目野 哲也 新冠 川上牧場 388 ―1：16．0� 258．4�
816 ファミリアリティ 牝3鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498 ―1：16．42� 5．4�
714 コパノレヴィーン 牝3栗 54 川田 将雅小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 490 ―1：17．89 16．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，100，300円 複勝： 30，734，500円 枠連： 14，453，500円
馬連： 40，214，800円 馬単： 21，319，200円 ワイド： 25，769，900円
3連複： 55，202，600円 3連単： 63，087，800円 計： 272，882，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 240円 � 760円 枠 連（6－6） 2，840円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，480円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 15，400円 3 連 単 ��� 66，000円

票 数

単勝票数 計 221003 的中 � 25092（4番人気）
複勝票数 計 307345 的中 � 39571（3番人気）� 36853（5番人気）� 8702（10番人気）
枠連票数 計 144535 的中 （6－6） 3942（16番人気）
馬連票数 計 402148 的中 �� 13063（9番人気）
馬単票数 計 213192 的中 �� 3444（19番人気）
ワイド票数 計 257699 的中 �� 8565（6番人気）�� 2607（32番人気）�� 3131（26番人気）
3連複票数 計 552026 的中 ��� 2687（55番人気）
3連単票数 計 630878 的中 ��� 693（257番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．4―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．7―48．1―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカモナミ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Distorted Humor 初出走

2014．5．10生 牝3鹿 母 ファニーモーク 母母 Linda Vi 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 ヴァリーゲイト号・オリヴァー号・カリエスフリー号・カンティレーナ号・クリノカッシミー号・ケンブルース号・

スエルテミノル号・セクシーモーション号・タガノリアン号・バックファイヤー号・メイショウアワジ号・
メイショウナンバー号・メイショウミチシオ号・メッサーマイスター号・ヤマニンレガトゥス号

07004 2月25日 晴 良 （29阪神1）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30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

611 チャレアーダ 牝3鹿 54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462 ―1：48．5 12．7�

510 バ ル ベ ー ラ 牝3青鹿54 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 420± 01：48．71� 14．5�

816 レッドオルガ 牝3鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 クビ 11．2�
35 ブルークランズ 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 480－ 61：48．8クビ 4．1�
59 シャンティローザ 牝3青鹿54 C．ルメール 星野 康三氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446－10 〃 ハナ 2．9�
11 ザ ク イ ー ン 牝3黒鹿54 川田 将雅�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480± 01：49．65 15．7	
48 モ ー ヴ 牝3青鹿54 岩田 康誠原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 422－ 21：49．81� 166．9

714 シゲルキツネ 牝3黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 大道牧場 436＋ 81：49．9クビ 267．0�
713 マダムサッシュ 牝3鹿 54

53 ☆岩崎 翼ザ・ヒルズ 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 464± 0 〃 クビ 158．0�
815 デルマコイウタ 牝3鹿 54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 440－ 61：50．11� 20．3
36 サテンドール 牝3鹿 54 武 幸四郎三田 昌宏氏 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋121：50．31 34．3�
12 エ ヴ ェ ッ ト 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440＋ 41：50．51� 351．8�

24 エイシンルックス 牝3鹿 54 武 豊�栄進堂 高橋 康之 新ひだか 築紫 洋 446＋ 81：50．92� 155．3�
47 ボ リ ー ド 牝3鹿 54 池添 謙一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 492－ 61：51．32� 5．0�
612 コトミノタカラ 牝3芦 54 国分 恭介熊田 義孝氏 渡辺 薫彦 新冠 五丸農場 430＋ 21：51．72� 461．9�
23 ネオレジェンド 牝3黒鹿54 柴田 善臣嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 454－ 21：51．91� 15．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，049，700円 複勝： 54，414，700円 枠連： 14，819，800円
馬連： 57，731，100円 馬単： 29，313，900円 ワイド： 38，516，000円
3連複： 85，646，300円 3連単： 102，240，400円 計： 417，731，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 430円 � 360円 � 420円 枠 連（5－6） 1，740円

馬 連 �� 7，860円 馬 単 �� 13，030円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 2，220円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 33，190円 3 連 単 ��� 187，180円

票 数

単勝票数 計 350497 的中 � 21977（5番人気）
複勝票数 計 544147 的中 � 32795（6番人気）� 40315（4番人気）� 33846（5番人気）
枠連票数 計 148198 的中 （5－6） 6600（7番人気）
馬連票数 計 577311 的中 �� 5691（27番人気）
馬単票数 計 293139 的中 �� 1686（47番人気）
ワイド票数 計 385160 的中 �� 4458（28番人気）�� 4476（27番人気）�� 4216（29番人気）
3連複票数 計 856463 的中 ��� 1935（87番人気）
3連単票数 計1022404 的中 ��� 396（476番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．9―12．4―12．6―12．5―11．8―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．0―48．4―1：01．0―1：13．5―1：25．3―1：36．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャレアーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango 初出走

2014．4．26生 牝3鹿 母 グワダラハラ 母母 Guernica 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※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 スカイリモーネ号



07005 2月25日 晴 良 （29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）

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
1：57．6
1：56．1

良
良

11 スティッフェリオ 牡3鹿 56 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454－102：03．2 2．0�
33 ハギノアレス 牡3鹿 56 M．デムーロ安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 490－ 8 〃 クビ 3．4�
55 ボムクレイジ 牡3栗 56 川田 将雅有田 明生氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－182：03．41� 8．9�
44 リリーモントルー 牡3鹿 56 幸 英明土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 428－142：03．5� 20．2�
56 ア ヴ ァ ン ト 牡3栗 56 C．ルメール 佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 490＋122：03．92� 5．3�
710 コールアングレ 牡3青鹿56 岩田 康誠水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 462＋102：04．0クビ 22．6	
22 コンフェクション 牡3鹿 56 小牧 太北駿競走馬組合 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 430± 02：04．31� 66．1

812 ショウナンタロット 牡3青 56 池添 謙一国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 440－ 82：04．51� 21．5�
811 ニホンピロレイカー 牡3黒鹿56 太宰 啓介小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 450＋ 22：05．13� 113．4�
67 シゲルドーベルマン 牡3栗 56 川須 栄彦森中 蕃氏 高橋 康之 新冠 山岡ファーム 450± 02：05．73� 188．7
68 イチザガーデン 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新冠 八木 明広 412－ 22：07．08 176．1�
79 トウケイフェアリー 牝3黒鹿54 国分 恭介木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 田中 裕之 418－ 82：08．610 281．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，772，900円 複勝： 44，779，000円 枠連： 15，286，200円
馬連： 45，976，800円 馬単： 31，427，700円 ワイド： 29，446，800円
3連複： 62，995，000円 3連単： 113，449，700円 計： 370，134，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（1－3） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 160円 �� 290円 �� 390円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計 267729 的中 � 103207（1番人気）
複勝票数 計 447790 的中 � 208573（1番人気）� 83004（2番人気）� 35903（4番人気）
枠連票数 計 152862 的中 （1－3） 46918（1番人気）
馬連票数 計 459768 的中 �� 130704（1番人気）
馬単票数 計 314277 的中 �� 51964（1番人気）
ワイド票数 計 294468 的中 �� 59432（1番人気）�� 22966（4番人気）�� 15787（5番人気）
3連複票数 計 629950 的中 ��� 70583（2番人気）
3連単票数 計1134497 的中 ��� 48984（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．6―49．8―1：02．5―1：15．1―1：27．4―1：39．4―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
1，6（4，9）7，5，3（2，11，10）（8，12）
1，6（4，9，7）5（3，11）10（2，12）－8

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

勝馬の
紹 介

スティッフェリオ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mtoto デビュー 2016．9．18 阪神2着

2014．2．17生 牡3鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 4戦1勝 賞金 10，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイフェアリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月25日まで平地

競走に出走できない。

07006 2月25日 晴 稍重 （29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）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

811 ファッショニスタ 牝3鹿 54 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472＋ 21：24．8 2．4�

56 ゲ キ リ ン 牡3栗 56 C．ルメール 市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 472－ 81：25．11� 3．8�

44 メイショウアリソン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 478－ 8 〃 アタマ 20．6�
55 スターカットダイヤ 牡3栗 56 M．デムーロ小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム 460＋ 6 〃 ハナ 8．9�
812 カズマペッピーノ 牡3黒鹿56 岩田 康誠合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 486－ 8 〃 クビ 20．8�
67 メイショウグジョウ 牡3栗 56 柴田 善臣松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 464－ 61：25．31� 72．0	
79 ラ バ ピ エ ス 牡3鹿 56 浜中 俊 
シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：25．4� 14．3�
710	 テ ン モ ー ス 牝3鹿 54 武 豊前田 幸治氏 飯田 祐史 米 Mark Gittins 438－ 81：25．71� 4．3�
68 キタサンシーザー 牡3黒鹿 56

53 ▲三津谷隼人
大野商事 目野 哲也 新ひだか 藤川フアーム 484－ 41：26．12
 41．0
33 チカノワール 牝3鹿 54 武 幸四郎�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 438－ 41：26．31 37．1�
22 モ ン ロ ー 牝3芦 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 444± 01：26．51
 144．2�
11 � エスプリゾーン 牡3栗 56

53 ▲森 裕太朗村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 450＋141：26．71� 211．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，850，900円 複勝： 64，367，800円 枠連： 17，968，000円
馬連： 63，516，500円 馬単： 36，860，700円 ワイド： 44，305，500円
3連複： 91，046，400円 3連単： 134，487，600円 計： 491，403，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 360円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 200円 �� 890円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 388509 的中 � 125945（1番人気）
複勝票数 計 643678 的中 � 258738（1番人気）� 108128（2番人気）� 23607（7番人気）
枠連票数 計 179680 的中 （5－8） 49615（1番人気）
馬連票数 計 635165 的中 �� 101750（1番人気）
馬単票数 計 368607 的中 �� 35148（1番人気）
ワイド票数 計 443055 的中 �� 72374（1番人気）�� 11121（11番人気）�� 8340（13番人気）
3連複票数 計 910464 的中 ��� 24612（9番人気）
3連単票数 計1344876 的中 ��� 11907（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．2―35．2―47．6―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4F49．6―3F37．2
3 ・（4，8）（2，5，10）（6，12）（9，11）3，7－1 4 ・（4，8）10（2，5，6，12）（3，9，11）7－1

勝馬の
紹 介

ファッショニスタ �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2016．12．17 阪神1着

2014．3．25生 牝3鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 3戦2勝 賞金 17，100，000円



07007 2月25日 晴 稍重 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

69 タイセイブルグ 牡4芦 56 C．ルメール 田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B486＋121：53．0 1．7�
22 � ジョウショーチカラ 牡5青鹿57 幸 英明熊田 義孝氏 西橋 豊治 新冠 五丸農場 552＋ 81：53．63	 26．4�
11 プログレスシチー 牡4鹿 56

55 ☆岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか カタオカフアーム 488＋101：53．7
 25．1�
711 デストリーライズ 牡5鹿 57 柴田 善臣広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 512± 01：53．8	 17．8�
44 イェドプリオル 牡5青鹿57 川田 将雅�ノースヒルズ 高橋 康之 日高 高山 博 522± 01：54．22	 4．4�
813 メイショウゴテツ 牡4青鹿 56

53 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 476＋ 61：54．52 17．9	
68 � ミ ス エ リ カ 牝5黒鹿55 国分 恭介荒牧 政美氏 西村 真幸 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B546＋ 4 〃 アタマ 87．6

57 ニホンピロサンダー 牡5黒鹿 57

54 ▲三津谷隼人小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 498－ 21：54．6クビ 18．8�
812 グランプリアクセル 牡4鹿 56 岩田 康誠�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B484－ 21：55．34 17．6�
56 � ラガーエミリー 牝4黒鹿54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 岡田 猛 468± 01：56．15 34．2
33 ライブリシュナイト 牡4鹿 56 田中 健加藤 哲郎氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 474－ 41：56．2クビ 231．9�
710� ホホエムオンナ 牝5鹿 55 酒井 学�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 B424－ 81：56．62	 329．3�
45 ナムラヘイハチロー 牡4鹿 56 松若 風馬奈村 信重氏 中村 均 浦河 谷川牧場 462－ 42：01．6大差 8．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，379，100円 複勝： 35，785，100円 枠連： 15，228，900円
馬連： 51，452，000円 馬単： 31，757，700円 ワイド： 34，440，300円
3連複： 69，228，800円 3連単： 108，078，600円 計： 376，350，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 530円 � 490円 枠 連（2－6） 2，580円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 970円 �� 5，370円

3 連 複 ��� 12，710円 3 連 単 ��� 38，960円

票 数

単勝票数 計 303791 的中 � 136762（1番人気）
複勝票数 計 357851 的中 � 136838（1番人気）� 11546（10番人気）� 12629（9番人気）
枠連票数 計 152289 的中 （2－6） 4559（10番人気）
馬連票数 計 514520 的中 �� 16487（8番人気）
馬単票数 計 317577 的中 �� 8285（9番人気）
ワイド票数 計 344403 的中 �� 8801（13番人気）�� 9320（11番人気）�� 1582（46番人気）
3連複票数 計 692288 的中 ��� 4083（46番人気）
3連単票数 計1080786 的中 ��� 2011（121番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．0―49．7―1：02．7―1：15．3―1：27．9―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイセイブルグ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Silver Charm デビュー 2015．6．13 阪神8着

2013．4．12生 牡4芦 母 シルヴァーグレイル 母母 Hello Rachel 9戦2勝 賞金 22，436，000円
〔調教再審査〕 ナムラヘイハチロー号は，最後の直線コースで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ナムラヘイハチロー号は，最後の直線コースで異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※デストリーライズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07008 2月25日 晴 稍重 （29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）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

23 ウォーターピオニー 牝4鹿 55
54 ☆岩崎 翼山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 430－ 21：24．1 3．3�

48 チ カ リ ー タ 牝4芦 55 武 幸四郎�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 アタマ 5．2�
36 トラストマヴィア 牝4黒鹿55 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 486－ 61：24．52� 27．1�
11 シアワセデス 牝4鹿 55 松若 風馬窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 494＋ 61：24．6クビ 36．7�
815 クリノセゴビア 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 456＋10 〃 クビ 22．3�
816 ウエスタンビジュー 牝4鹿 55 国分 恭介西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム B464－ 61：24．7クビ 94．7	
612 ローザルージュ 牝4黒鹿55 浜中 俊村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 496＋ 21：24．8� 12．4

35 ビーチパラソル 牝5芦 55 高倉 稜谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 496± 01：24．9クビ 43．7�
713 ガ ロ フ ァ ノ 牝5栗 55 武 豊前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 61：25．0� 3．2�
59 ネフェルティティ 牝4芦 55

52 ▲森 裕太朗前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ B474＋ 2 〃 クビ 19．9

611 マッカナバラ 牝5芦 55 幸 英明�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 454＋10 〃 ハナ 149．2�
24 ピアレスピンク 牝5黒鹿55 古川 吉洋 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 502± 01：25．1クビ 24．1�
47 スールキートス 牝5黒鹿55 柴田 善臣�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 492－ 81：25．31� 12．4�
12 	 リフレクシブラヴ 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 浦河 高岸 順一 480－121：25．72� 289．1�
510 ラブミラーボード 牝5芦 55 酒井 学増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 450± 01：26．44 337．7�
714 アラモアナワヒネ 牝4栗 55 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 476－ 21：28．5大差 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，369，600円 複勝： 41，464，300円 枠連： 19，064，300円
馬連： 66，933，900円 馬単： 30，858，900円 ワイド： 42，944，200円
3連複： 89，353，300円 3連単： 108，396，600円 計： 430，385，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 210円 � 540円 枠 連（2－4） 590円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，590円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 8，590円 3 連 単 ��� 32，950円

票 数

単勝票数 計 313696 的中 � 74565（2番人気）
複勝票数 計 414643 的中 � 82950（1番人気）� 51497（3番人気）� 15342（9番人気）
枠連票数 計 190643 的中 （2－4） 25021（3番人気）
馬連票数 計 669339 的中 �� 44884（3番人気）
馬単票数 計 308589 的中 �� 10567（5番人気）
ワイド票数 計 429442 的中 �� 21716（3番人気）�� 6730（16番人気）�� 4998（28番人気）
3連複票数 計 893533 的中 ��� 7800（26番人気）
3連単票数 計1083966 的中 ��� 2385（78番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．9―12．2―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―46．5―58．7―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォーターピオニー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．11．23 京都1着

2013．4．6生 牝4鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 11戦2勝 賞金 20，100，000円
〔制裁〕 ガロファノ号の騎手武豊は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・4番）



07009 2月25日 晴 良 （29阪神1）第1日 第9競走 ��
��1，600�

た ん ば

丹 波 特 別
発走14時25分 （芝・右・外）
4歳以上，1，000万円以下，28．2．27以降29．2．19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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

67 ピンストライプ 牡5青鹿57 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 534－ 21：35．0 2．4�

55 レーヌドブリエ 牝5栗 53 池添 謙一 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 444＋ 81：35．53 7．3�
33 プレミオテーラー 牝5黒鹿54 松若 風馬中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 478－ 2 〃 クビ 42．5�
811 フライングレディ 牝4黒鹿52 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 442＋ 81：35．6クビ 20．0�
56 マイネルネーベル 牡5鹿 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 4 〃 アタマ 62．4	
44 キミノナハセンター 牡6鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 クビ 5．5

812 ス ノ ー マ ン 牡4鹿 53 太宰 啓介永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 496＋ 21：35．7� 13．2�
79 カープストリーマー 牡4栗 55 M．デムーロ �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 518± 01：35．91	 13．3�
11 ナムラアッパー 牡6鹿 54 高倉 稜奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 谷川牧場 426－ 41：36．0� 47．9
22 ラ ル ク 牝4鹿 53 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446－ 21：36．1� 4．7�
710 アキノクリンチ 牝6芦 51 酒井 学穐吉 正孝氏 沖 芳夫 新ひだか 鳥井牧場 476± 01：36．2クビ 69．2�
68 トップアート 牡6鹿 55 幸 英明青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B452＋ 8 （競走中止） 26．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，107，700円 複勝： 65，069，600円 枠連： 19，522，500円
馬連： 99，315，400円 馬単： 46，891，100円 ワイド： 58，573，300円
3連複： 133，287，200円 3連単： 202，539，100円 計： 669，305，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 180円 � 810円 枠 連（5－6） 780円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，850円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 9，360円 3 連 単 ��� 26，990円

票 数

単勝票数 計 441077 的中 � 144763（1番人気）
複勝票数 計 650696 的中 � 169167（1番人気）� 93844（3番人気）� 13610（10番人気）
枠連票数 計 195225 的中 （5－6） 19154（3番人気）
馬連票数 計 993154 的中 �� 85280（3番人気）
馬単票数 計 468911 的中 �� 25588（3番人気）
ワイド票数 計 585733 的中 �� 47036（3番人気）�� 7688（25番人気）�� 3247（39番人気）
3連複票数 計1332872 的中 ��� 10672（34番人気）
3連単票数 計2025391 的中 ��� 5440（84番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．3―12．2―11．9―11．2―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．5―48．7―1：00．6―1：11．8―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピンストライプ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．7．26 中京3着

2012．3．15生 牡5青鹿 母 ア バ ヤ 母母 Jilbab 21戦4勝 賞金 67，982，000円
〔競走中止〕 トップアート号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

07010 2月25日 晴 良 （29阪神1）第1日 第10競走 ��
��2，200�

あまがさき

尼崎ステークス
発走15時00分 （芝・右）
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

11 ステイインシアトル 牡6黒鹿57 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496＋122：14．5 3．7�
33 アドマイヤキズナ 牡4黒鹿56 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 466± 0 〃 クビ 16．9�
88 シ ョ パ ン 牡4黒鹿56 M．デムーロ窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 462－ 22：14．92� 2．3�
22 グランアルマダ 牡5芦 57 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B524－ 42：15．0	 49．0�
44 サンマルティン 
5栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496± 02：15．53 5．2	
66 ネイチャーレット 牡4鹿 56 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 462＋ 62：15．6クビ 6．6

77 レッドライジェル 牡5鹿 57 池添 謙一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B446－ 6 〃 同着 12．4�
55 シ ホ ウ 牡6鹿 57 浜中 俊�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 512－ 42：15．92 19．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 57，454，300円 複勝： 67，231，400円 枠連： 発売なし
馬連： 115，854，200円 馬単： 59，577，600円 ワイド： 54，567，900円
3連複： 122，776，900円 3連単： 278，329，900円 計： 755，792，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 250円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 520円 �� 210円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計 574543 的中 � 121723（2番人気）
複勝票数 計 672314 的中 � 98695（2番人気）� 40835（6番人気）� 270658（1番人気）
馬連票数 計1158542 的中 �� 44346（9番人気）
馬単票数 計 595776 的中 �� 13200（14番人気）
ワイド票数 計 545679 的中 �� 23875（9番人気）�� 76884（1番人気）�� 28241（5番人気）
3連複票数 計1227769 的中 ��� 76616（3番人気）
3連単票数 計2783299 的中 ��� 23887（27番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．1―13．2―13．0―12．7―12．1―12．0―11．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―36．1―49．3―1：02．3―1：15．0―1：27．1―1：39．1―1：50．6―2：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．4
1
3
1，2－4－3，8，6－（7，5）・（1，2）4，3，8，6，7－5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステイインシアトル 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 Belong to Me デビュー 2014．4．12 福島1着

2011．1．11生 牡6黒鹿 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle 8戦4勝 賞金 56，529，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



07011 2月25日 晴 良 （29阪神1）第1日 第11競走 ��
��1，600�第26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1，800万
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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．0
1：30．7

良
良

68 ペルシアンナイト 牡3黒鹿56 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482＋ 41：34．1 1．9�
812 レッドアンシェル 牡3青鹿56 浜中 俊 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：34．63 11．5�
22 ディバインコード 牡3鹿 56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 21：34．81	 7．4�
811 ヴゼットジョリー 牝3黒鹿55 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 462＋ 21：35．01
 10．2�
55 ジョーストリクトリ 牡3鹿 56 武 豊上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 502－ 61：35．21 37．3	
67 ナンヨーマーズ 牡3鹿 56 C．ルメール 中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 454－ 61：35．41	 27．3

33 キ ョ ウ ヘ イ 牡3鹿 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 428± 01：35．5� 7．7�
79 ミラアイトーン 牡3青鹿56 武 幸四郎島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510－ 41：35．71 5．4
56 リンクスゼロ 牡3黒鹿56 松若 風馬目谷 一幸氏 森 秀行 新冠 イワミ牧場 458－ 41：35．91	 108．8�
710� スーパーモリオン 牡3青鹿56 幸 英明林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 484－101：36．43 135．9�
11 カ ロ ス 牡3栗 56 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 486± 01：37．14 101．0�
44 � レヴァンテライオン 牡3黒鹿57 岩田 康誠ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

484－ 61：38．69 42．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 163，164，600円 複勝： 234，117，800円 枠連： 61，325，100円
馬連： 416，610，600円 馬単： 209，053，900円 ワイド： 207，729，200円
3連複： 615，711，900円 3連単： 1，128，591，800円 計： 3，036，304，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 240円 � 150円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 400円 �� 240円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 6，020円

票 数

単勝票数 計1631646 的中 � 661097（1番人気）
複勝票数 計2341178 的中 � 1104625（1番人気）� 130051（6番人気）� 277692（2番人気）
枠連票数 計 613251 的中 （6－8） 108197（1番人気）
馬連票数 計4166106 的中 �� 349726（3番人気）
馬単票数 計2090539 的中 �� 149074（3番人気）
ワイド票数 計2077292 的中 �� 131153（5番人気）�� 252396（1番人気）�� 47752（11番人気）
3連複票数 計6157119 的中 ��� 268387（5番人気）
3連単票数 計11285918 的中 ��� 135731（11番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．0―11．9―11．9―11．4―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．3―47．2―59．1―1：10．5―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 1，4（10，9）（2，11）（5，7）－8，6，12，3 4 ・（1，9）4－（2，10）11（5，7）8（6，12，3）

勝馬の
紹 介

ペルシアンナイト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．21 小倉1着

2014．3．11生 牡3黒鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 5戦3勝 賞金 71，762，000円

07012 2月25日 晴 稍重 （29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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

711 オウケンワールド 牡5芦 57 M．デムーロ福井 明氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 508＋ 21：51．2 3．9�
33 ロイヤルパンプ 牡5栗 57 松若 風馬吉田 千津氏 長浜 博之 平取 稲原牧場 538＋ 2 〃 クビ 3．7�
56 テイエムテツジン 牡5栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 バンブー牧場 452－101：51．62� 40．1�
22 マイネルボルソー 牡6鹿 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B472－101：51．7	 16．4�
68 ビ ス カ リ ア 牝5鹿 55 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：51．91
 20．7�
11 エンクエントロス 牡5鹿 57 岩田 康誠スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B496－ 6 〃 クビ 10．6	
44 ロイヤルネイビー 牡4黒鹿56 幸 英明谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 466－ 61：52．0クビ 17．1

812 サウスオブボーダー 牡4鹿 56 池添 謙一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 454－ 41：52．74 4．6�
813 タガノスマイル 牝5鹿 55 武 幸四郎八木 一雄氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－101：52．91� 7．7�
57 ゴーイングベル 牡7芦 57

54 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 520－ 41：53．0� 193．5
45 シルバーポジー 牝4芦 54

53 ☆�島 克駿 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：53．74 32．5�
69 カルムパシオン �4鹿 56 武 豊前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 41：54．55 41．3�
710 オーロラポラリス 牡5鹿 57 太宰 啓介 �サンデーレーシング 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム 524＋ 4 〃 クビ 27．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，473，400円 複勝： 68，052，700円 枠連： 32，284，300円
馬連： 135，368，100円 馬単： 55，450，100円 ワイド： 71，727，000円
3連複： 187，171，600円 3連単： 255，981，200円 計： 857，508，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 160円 � 550円 枠 連（3－7） 630円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，740円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 9，190円 3 連 単 ��� 36，250円

票 数

単勝票数 計 514734 的中 � 105092（2番人気）
複勝票数 計 680527 的中 � 118592（2番人気）� 133006（1番人気）� 22705（10番人気）
枠連票数 計 322843 的中 （3－7） 39165（3番人気）
馬連票数 計1353681 的中 �� 140535（1番人気）
馬単票数 計 554501 的中 �� 27113（2番人気）
ワイド票数 計 717270 的中 �� 61836（1番人気）�� 6187（37番人気）�� 9266（22番人気）
3連複票数 計1871716 的中 ��� 15262（28番人気）
3連単票数 計2559812 的中 ��� 5119（107番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．5―12．5―12．4―12．4―12．5―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．4―48．9―1：01．3―1：13．7―1：26．2―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

オウケンワールド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2015．4．5 阪神9着

2012．6．10生 牡5芦 母 オウケンガール 母母 シスターソノ 17戦4勝 賞金 49，200，000円



（29阪神1）第1日 2月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 156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

246，990，000円
5，060，000円
16，980，000円
1，270，000円
29，190，000円
63，262，000円
4，260，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
551，990，000円
832，306，900円
234，610，100円
1，185，465，200円
612，044，400円
667，312，700円
1，638，730，100円
2，706，734，200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 8，429，193，600円

総入場人員 13，758名 （有料入場人員 12，956名）
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