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07001 2月23日 晴 稍重 （31阪神1）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走9時55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

611� ピ ア シ ッ ク 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米
McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

472± 01：13．1 3．1�
48 ヒロノトウリョウ 牡3鹿 56 高倉 稜小野 博郷氏 田所 秀孝 新冠 新冠伊藤牧場 B482－ 41：13．2� 3．8�
59 シーシャープ 牡3鹿 56 岩田 康誠前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 540＋221：13．3� 4．9�
23 ファビュラスギフト 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 460± 01：14．36 11．6�
24 ダンツスピリット 牡3黒鹿56 小林 徹弥山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 B484± 01：14．4クビ 43．6�
12 マ カ ベ リ 牝3鹿 54 池添 謙一 Top Feather� 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 446± 01：14．71� 30．2	
35 シンボリサージュ 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 438＋ 21：14．8� 168．5

36 ブルベアボルド 牡3鹿 56 和田 竜二 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 八木 明広 504－ 21：14．9	 13．2�
713 ウチュウセンカン 牡3鹿 56 水口 優也三宅 勝俊氏 川村 禎彦 新ひだか 増本 良孝 B464± 01：15．11
 261．9�
816 ツインイレブン 牡3鹿 56 川島 信二吉野加壽代氏 松元 茂樹 新冠 秋田牧場 492＋ 41：15．31 21．7
815 バトルアグレッシブ 牡3黒鹿56 古川 吉洋宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 494± 01：15．4	 12．0�
11 ホッコーフラッパー 牝3栗 54 国分 優作北幸商事� 飯田 祐史 日高 川端 正博 466－121：15．61
 20．5�
510 クリノストロング 牡3青鹿 56

55 ☆坂井 瑠星栗本 守氏 高橋 義忠 新冠 石田牧場 478－ 41：16．13 22．4�
47 ガデスチョイス 牝3黒鹿54 太宰 啓介宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 478± 01：16．2� 74．7�
714 ウインガナッシュ 牡3黒鹿56 国分 恭介�ウイン 西園 正都 新ひだか 水丸牧場 504＋ 11：16．51	 81．6�
612 アイファーエンター 牝3黒鹿54 小牧 太中島 稔氏 作田 誠二 日高 Wing Farm 430－ 61：18．09 376．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，598，500円 複勝： 26，765，300円 枠連： 10，021，800円
馬連： 41，671，700円 馬単： 19，709，100円 ワイド： 30，463，600円
3連複： 63，974，000円 3連単： 71，266，700円 計： 282，470，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（4－6） 520円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 230円 �� 460円 �� 430円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 185985 的中 � 46669（1番人気）
複勝票数 計 267653 的中 � 54970（2番人気）� 67451（1番人気）� 36510（3番人気）
枠連票数 計 100218 的中 （4－6） 14711（1番人気）
馬連票数 計 416717 的中 �� 54171（1番人気）
馬単票数 計 197091 的中 �� 14701（1番人気）
ワイド票数 計 304636 的中 �� 38956（1番人気）�� 15427（3番人気）�� 16888（2番人気）
3連複票数 計 639740 的中 ��� 51129（1番人気）
3連単票数 計 712667 的中 ��� 14413（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．0―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―36．0―48．0―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ピ ア シ ッ ク �
�
父 Central Banker �

�
母父 Alphabet Soup デビュー 2018．9．2 小倉16着

2016．4．24生 牡3鹿 母 Our Miss Jones 母母 Charity Country 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーエンター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月23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〕 ガデスチョイス号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月23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。
（非抽選馬） 1頭 アーチンガイ号

07002 2月23日 曇 稍重 （31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25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

69 ハイパワードトップ 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 千津氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 458＋ 81：55．1 2．5�
46 アイキャンテーラー 牡3栗 56 浜中 俊中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 480－ 21：55．31� 3．5�
11 シゲルクロダイヤ 牡3鹿 56 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 508－ 21：55．83 7．8�
57 テーオーポシブル 牡3鹿 56 松若 風馬小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 464＋101：56．01� 3．9�
34 タニノシェクハンド 牡3栗 56 松山 弘平谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 474－ 4 〃 クビ 179．0�
813 ヒリュウコウスイ 牡3栗 56 幸 英明西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 赤石 久夫 504－ 21：56．1クビ 22．7�
58 マイネルロッシュ 牡3栗 56 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 448＋ 2 〃 クビ 60．6

33 ビービーゲイル 牡3鹿 56 丸山 元気坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 508－ 21：56．73� 45．2�
22 メイショウランセツ 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 446－10 〃 アタマ 58．2�
45 ト ー ト �3鹿 56 岩田 康誠髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 田中スタッド B446－ 21：56．91� 139．8
711 ジ グ ソ ー 牡3鹿 56 国分 優作石川 達絵氏 松下 武士 新ひだか タイヘイ牧場 484－ 41：57．21� 123．5�
712 タ ゴ ム 牡3黒鹿56 	島 克駿杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 B504＋ 81：57．3クビ 22．0�
610 イッツマイウェイ 牡3鹿 56 酒井 学	フクキタル 西園 正都 新冠 パカパカ

ファーム B478＋ 41：58．04 39．1�
814 ニ ャ ー ゴ 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星小原準一郎氏 森 秀行 新冠 競優牧場 450＋ 62：00．5大差 274．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，101，800円 複勝： 34，205，500円 枠連： 8，535，800円
馬連： 41，211，600円 馬単： 22，466，000円 ワイド： 30，509，500円
3連複： 63，041，900円 3連単： 88，227，600円 計： 309，299，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 130円 � 160円 枠 連（4－6） 390円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 180円 �� 350円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 計 211018 的中 � 66014（1番人気）
複勝票数 計 342055 的中 � 68407（3番人気）� 77897（2番人気）� 46815（4番人気）
枠連票数 計 85358 的中 （4－6） 16612（2番人気）
馬連票数 計 412116 的中 �� 74602（1番人気）
馬単票数 計 224660 的中 �� 21517（1番人気）
ワイド票数 計 305095 的中 �� 51037（1番人気）�� 20010（6番人気）�� 21618（4番人気）
3連複票数 計 630419 的中 ��� 46654（3番人気）
3連単票数 計 882276 的中 ��� 18950（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―37．9―51．2―1：04．0―1：16．8―1：29．5―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．3
1
3
6，7（8，12）（2，13）9，1，11－（5，4）10－14－3・（6，7）（8，12）（1，13）－（2，9）5，11（4，3）－（14，10）

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

勝馬の
紹 介

ハイパワードトップ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．9．23 阪神3着

2016．2．21生 牡3黒鹿 母 オリーブジュエル 母母 オリーブクラウン 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニャーゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月23日まで平地競走に

出走できない。

第１回 阪神競馬 第１日



07003 2月23日 曇 稍重 （31阪神1）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時55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 ケ プ ラ ー 牡3鹿 56 池添 謙一 �カナヤマホール
ディングス 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 488 ―1：13．6 10．4�

816 グランデラムジー 牡3黒鹿56 松若 風馬 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 486 ―1：14．02� 7．2�
815 リトルウィッチ 牝3鹿 54 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 408 ―1：14．21� 9．9�
59 ヘニーオーザ 牡3鹿 56 丸山 元気西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 540 ―1：14．52 4．1�
36 タイセイカリーノ 牝3鹿 54 岩田 康誠田中 成奉氏 安田 翔伍 平取 有限会社中

田牧場 450 ― 〃 アタマ 3．0�
35 サンレイブランコ 牡3鹿 56 福永 祐一永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 今 牧場 486 ―1：15．03 7．2	
24 マサノバルサー 牝3黒鹿54 川島 信二猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 458 ―1：15．31� 24．8

714 マ リ タ ー 牡3黒鹿56 和田 竜二サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 444 ―1：15．61� 28．3�
48 オリエンタルハート 牡3鹿 56 松田 大作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 新冠 オリエント牧場 502 ―1：16．02� 98．4�
713 スモールウェーブ 牝3黒鹿54 酒井 学中辻 明氏 西園 正都 浦河 栄進牧場 504 ―1：16．21� 23．6
510 ニホンピロランド 牡3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 502 ―1：16．94 161．4�
23 イエスサンキュー 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人松岡 隆雄氏 田所 秀孝 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 510 ―1：17．11 88．2�

47 フ ル ー メ ン 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 518 ―1：17．41� 37．0�
12 メイショウジガネ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 498 ―1：17．5クビ 86．4�
11 メ ダ リ ス タ 牡3栗 56 小林 徹弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 赤石 久夫 528 ―1：17．82 83．4�
612 メイショウチャリス 牝3鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 村下 明博 436 ―1：17．9� 112．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，259，300円 複勝： 30，606，600円 枠連： 13，633，000円
馬連： 40，702，900円 馬単： 20，314，800円 ワイド： 28，933，500円
3連複： 57，199，000円 3連単： 66，496，300円 計： 284，145，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 340円 � 260円 � 330円 枠 連（6－8） 1，860円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，440円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 12，280円 3 連 単 ��� 74，390円

票 数

単勝票数 計 262593 的中 � 20015（6番人気）
複勝票数 計 306066 的中 � 22637（6番人気）� 32251（4番人気）� 23758（5番人気）
枠連票数 計 136330 的中 （6－8） 5653（7番人気）
馬連票数 計 407029 的中 �� 7727（15番人気）
馬単票数 計 203148 的中 �� 1747（32番人気）
ワイド票数 計 289335 的中 �� 5332（16番人気）�� 5169（17番人気）�� 5932（14番人気）
3連複票数 計 571990 的中 ��� 3493（38番人気）
3連単票数 計 664963 的中 ��� 648（220番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―12．1―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．9―35．7―47．8―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ プ ラ ー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2016．4．9生 牡3鹿 母 スターコレクション 母母 シンコウエトワール 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 マリター号は，発走後まもなく外側に逃避したことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 サンクビジュー号・ジューンデイズ号・タイヨウノコマチ号・タガノコノミン号・タガノジョーヌ号・

タガノスプモーネ号・ブルーコンパクタ号・ミスレイナ号・ミユキメガバックス号

07004 2月23日 曇 良 （31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25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
1：44．5
1：43．9

良
良

58 ダノンテイオー 牡3黒鹿56 池添 謙一�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 462－ 21：48．4 13．8�
57 シャンタンエドゥー 牝3栗 54 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 0 〃 クビ 5．6�
45 ガ ラ チ コ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介吉田 和美氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 472－101：48．5� 5．1�
711 レッドアクトレス 牝3栗 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 422＋ 2 〃 ハナ 4．3�
69 マルシュロレーヌ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446± 01：48．6クビ 6．3	
22 マイネルモーディグ 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 松本牧場 458－ 21：48．7� 40．4

34 シングインザレイン 牡3鹿 56 岩田 康誠丸山 担氏 友道 康夫 浦河 伏木田牧場 436＋ 2 〃 クビ 51．5�
46 モアナアネラ 牝3黒鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 426± 01：49．01� 6．9�

33 ララコンフィアン 牡3黒鹿56 和田 竜二フジイ興産� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 456－ 41：49．1� 21．1
（法942）

814 トライゲッター 牡3黒鹿56 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 504＋ 81：49．63 183．9�
813 パイオニアプライド 牝3芦 54 松山 弘平飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 464 ―1：50．02� 6．0�
11 カズマッケンリー 牡3青鹿56 浜中 俊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 402± 01：50．21� 252．6�
712 トーセンバーボン 牡3鹿 56 川島 信二島川 �哉氏 柴田 政人 新ひだか 澤田 嘉隆 B456－101：50．51� 144．0�
610 シゲルトルコイシ 牝3青鹿54 酒井 学森中 蕃氏 松山 将樹 日高 川端 正博 440± 01：50．71� 558．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，637，900円 複勝： 52，649，800円 枠連： 12，647，600円
馬連： 54，642，900円 馬単： 25，949，900円 ワイド： 40，642，800円
3連複： 81，625，300円 3連単： 92，299，200円 計： 395，095，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 380円 � 200円 � 180円 枠 連（5－5） 3，950円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 8，560円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 780円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 27，920円

票 数

単勝票数 計 346379 的中 � 20006（7番人気）
複勝票数 計 526498 的中 � 29775（7番人気）� 69878（4番人気）� 87854（2番人気）
枠連票数 計 126476 的中 （5－5） 2478（17番人気）
馬連票数 計 546429 的中 �� 10634（19番人気）
馬単票数 計 259499 的中 �� 2271（40番人気）
ワイド票数 計 406428 的中 �� 9357（16番人気）�� 13223（11番人気）�� 20418（5番人気）
3連複票数 計 816253 的中 ��� 16768（12番人気）
3連単票数 計 922992 的中 ��� 2396（111番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．8―12．4―12．6―12．2―11．4―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．7―48．1―1：00．7―1：12．9―1：24．3―1：35．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンテイオー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dr Fong デビュー 2018．10．21 京都6着

2016．3．10生 牡3黒鹿 母 セ リ メ ー ヌ 母母 Lunassa 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 カズマッケンリー号の調教師西浦勝一は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
〔3走成績による出走制限〕 シゲルトルコイシ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年4月23日まで平地競走に出走で

きない。
※トーセンバーボン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



07005 2月23日 晴 稍重 （31阪神1）第1日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：20．3

不良
不良

812� ボストンテソーロ 牝3鹿 54 川田 将雅了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米 Spendthrift

Farm LLC 472－ 81：24．7 2．1�
55 アヴァンティスト 牡3栗 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 472＋121：25．44 32．7�
67 アナスタシオ 牝3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464－ 41：25．61� 24．3�

79 コパノカーリング 牡3鹿 56 武 豊小林 祥晃氏 村山 明 新冠 有限会社 大
作ステーブル 460＋ 61：25．7	 10．0�

44 パイロテクニクス 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 496－101：25．8	 3．6	
710 カルロスミノル 牡3栗 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474－ 61：26．12 27．2

11 
 エスケーアタランタ 牝3黒鹿54 竹之下智昭菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 452－ 41：26．31 192．7�
56 サルサレイア 牝3栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 村上 欽哉 B470＋ 41：26．4� 14．7�
68 ヨ ハ ン 牡3鹿 56 藤岡 佑介サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 436＋16 〃 クビ 8．0
811 シンゼンブースター 牡3栗 56 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482＋ 21：26．61 10．9�
22 ハクユウフライヤー 牡3芦 56 松山 弘平 �H.Iコーポレーション 村山 明 新冠 オリエント牧場 B444± 01：27．45 99．5�
33 
 カガプリンシパル 牡3鹿 56 柴田 未崎香川 憲次氏 飯田 雄三 日高 山際 辰夫 416－ 41：30．2大差 443．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，388，000円 複勝： 50，029，200円 枠連： 13，652，200円
馬連： 56，114，400円 馬単： 33，684，800円 ワイド： 43，464，500円
3連複： 82，208，200円 3連単： 122，243，800円 計： 436，785，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 720円 � 430円 枠 連（5－8） 1，000円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，040円 �� 4，230円

3 連 複 ��� 20，720円 3 連 単 ��� 79，410円

票 数

単勝票数 計 353880 的中 � 131656（1番人気）
複勝票数 計 500292 的中 � 182726（1番人気）� 11679（9番人気）� 21617（7番人気）
枠連票数 計 136522 的中 （5－8） 10484（5番人気）
馬連票数 計 561144 的中 �� 9741（15番人気）
馬単票数 計 336848 的中 �� 4697（20番人気）
ワイド票数 計 434645 的中 �� 8123（16番人気）�� 11031（10番人気）�� 2568（36番人気）
3連複票数 計 822082 的中 ��� 2975（53番人気）
3連単票数 計1222438 的中 ��� 1116（219番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．0―11．9―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．4―47．4―59．3―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ボストンテソーロ �
�
父 Temple City �

�
母父 Awesome Again デビュー 2018．8．19 新潟7着

2016．4．16生 牝3鹿 母 Spirited Away 母母 Cape North 5戦2勝 賞金 16，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カガプリンシパル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月23日まで平地

競走に出走できない。

07006 2月23日 晴 稍重 （31阪神1）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走12時45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

22 インテグリティー 牡6鹿 57 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 480± 01：53．3 21．3�
33 シンハラージャ 牡4栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 444± 01：53．51 1．6�
55 ワイルドシング 牡4黒鹿56 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 446＋ 41：53．82 65．5�
44 キングサムソン 牡7鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 コスモヴューファーム 484± 01：54．01 30．5�
88 プエルタデルソル 牡5栗 57 藤岡 佑介前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 01：54．1� 9．8	
11 シンコーメグチャン 牝4鹿 54 福永 祐一豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 482＋ 4 〃 ハナ 5．5

77 	 フォルツァエフ 牡4鹿 56 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 490＋101：54．31
 4．4�
89 ベルクカッツェ 牡4青鹿56 丸山 元気田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 478－121：54．51
 78．9�
66 チャーチタウン 牡4鹿 56 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新冠 オリエント牧場 B516± 01：54．71
 52．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 31，135，700円 複勝： 77，418，100円 枠連： 7，218，200円
馬連： 43，812，100円 馬単： 30，940，400円 ワイド： 34，631，200円
3連複： 64，432，200円 3連単： 138，914，300円 計： 428，502，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 320円 � 110円 � 780円 枠 連（2－3） 1，580円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 630円 �� 6，790円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 13，320円 3 連 単 ��� 106，120円

票 数

単勝票数 計 311357 的中 � 11675（5番人気）
複勝票数 計 774181 的中 � 24448（5番人気）� 517882（1番人気）� 8395（8番人気）
枠連票数 計 72182 的中 （2－3） 3530（6番人気）
馬連票数 計 438121 的中 �� 21975（6番人気）
馬単票数 計 309404 的中 �� 4987（14番人気）
ワイド票数 計 346312 的中 �� 15084（8番人気）�� 1245（32番人気）�� 6015（15番人気）
3連複票数 計 644322 的中 ��� 3626（30番人気）
3連単票数 計1389143 的中 ��� 949（194番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．3―49．6―1：02．1―1：14．6―1：27．0―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3
7，6－（1，4）－5－9（2，3）－8・（7，6）（1，4）5－9，3（2，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インテグリティー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Red Ransom デビュー 2016．4．16 福島14着

2013．4．16生 牡6鹿 母 クリミナルコード 母母 ク ラ イ ム 17戦2勝 賞金 24，670，000円



07007 2月23日 晴 稍重 （31阪神1）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時15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
1：20．3

不良
不良

816 カウントオンイット 牝5栗 55 福永 祐一飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B510＋ 41：24．9 3．7�
11 チ カ リ ー タ 牝6芦 55 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 クビ 4．9�
714 シティーポップ 牝4鹿 55 川田 将雅山本 剛史氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 446＋ 41：25．0クビ 7．0�
59 � ブライトパス 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482－ 71：25．1� 4．6�
48 ヴィルデローゼ 牝5黒鹿55 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム B480± 01：25．41� 4．5	
35 グランデミノル 牝4鹿 55 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新冠 須崎牧場 496± 0 〃 クビ 19．3

611 ウ ラ ガ ー ノ 牝5青鹿55 	島 克駿藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム B514－10 〃 アタマ 22．6�
24 トウカイシュテルン 牝5鹿 55 松若 風馬内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 488＋ 21：25．72 28．4�
36 マイグランクロア 牝6鹿 55 岩田 康誠吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 502－131：26．01� 64．4
12 テーオールチア 牝4黒鹿55 太宰 啓介小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 472＋131：26．74 61．5�
23 トーホウビスカヤ 牝5鹿 55 和田 竜二東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 490＋ 6 〃 クビ 229．5�
510 サ ン ク ラ ラ 牝5栗 55 高倉 稜�サンコウ牧場 西橋 豊治 新ひだか 三宅牧場 434－ 61：26．8� 113．8�
47 � ワンダースニュマン 牝6鹿 55 丸山 元気山本 能成氏 羽月 友彦 浦河 大島牧場 498－ 61：27．11� 136．0�
815� アイファーアピール 牝4鹿 55 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 静内山田牧場 492＋ 41：27．41� 386．4�
612� アメリカズハート 牝4栗 55 畑端 省吾栗山 学氏 	島 一歩 新ひだか U・M・A 458± 01：27．61
 73．6�
713 アスカリアン 牝4黒鹿55 幸 英明上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 472－121：27．81 132．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，851，000円 複勝： 51，447，800円 枠連： 13，709，000円
馬連： 68，288，200円 馬単： 28，760，400円 ワイド： 48，795，800円
3連複： 93，741，500円 3連単： 107，856，100円 計： 445，449，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 160円 � 180円 枠 連（1－8） 800円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 340円 �� 470円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 7，010円

票 数

単勝票数 計 328510 的中 � 69472（1番人気）
複勝票数 計 514478 的中 � 98077（1番人気）� 85029（2番人気）� 68192（5番人気）
枠連票数 計 137090 的中 （1－8） 13257（1番人気）
馬連票数 計 682882 的中 �� 59964（2番人気）
馬単票数 計 287604 的中 �� 14207（1番人気）
ワイド票数 計 487958 的中 �� 38771（1番人気）�� 25936（5番人気）�� 23126（7番人気）
3連複票数 計 937415 的中 ��� 42823（3番人気）
3連単票数 計1078561 的中 ��� 11152（5番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―11．9―11．8―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―46．9―58．7―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 8，11，3，12（5，9）2（4，10，14）（1，16）－6，15（7，13） 4 8，11－（3，12）（5，9）（4，14）（2，10，16）1，6－（7，15，13）

勝馬の
紹 介

カウントオンイット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．4 阪神4着

2014．2．25生 牝5栗 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 13戦2勝 賞金 27，812，000円

07008 2月23日 晴 良 （31阪神1）第1日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・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
1：57．2
1：56．1

良
良

710 ブラックジルベルト 牡4黒鹿56 藤岡 佑介安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 468＋ 22：01．7 6．5�
812 ソシアルクラブ 牝4栗 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：01．8� 2．5�
33 ウインラナキラ 牝4鹿 54 松山 弘平�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 416＋ 4 〃 クビ 8．5�
67 	 ディープスピリッツ 牡5鹿 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 476－ 42：01．9� 9．8�
22 グレンフィナン 
4鹿 56 武 豊�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B474± 0 〃 アタマ 3．6	
44 ドラゴンマジック 
7栗 57 太宰 啓介窪田 康志氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 506－ 22：02．0� 16．3

55 トウカイエクレール 牡6鹿 57 和田 竜二内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 484± 02：02．2� 11．6�
11 レンジャックマン 牡5鹿 57 国分 優作田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 454± 02：02．51� 98．4�
811 キョウワベルナルド 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 466± 02：02．81� 480．2
68 ケ ル ベ ロ ス 牡6黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 450－ 62：03．12 27．2�
79 ペプチドリリー 牝5黒鹿55 竹之下智昭沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 444－ 22：09．1大差 140．4�
56 アイファーマグオー 牡7栗 57 水口 優也中島 稔氏 田所 秀孝 新ひだか 野表 篤夫 522－ 4 （競走中止） 342．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，438，500円 複勝： 39，368，200円 枠連： 13，440，200円
馬連： 68，828，000円 馬単： 33，625，000円 ワイド： 42，783，700円
3連複： 86，236，100円 3連単： 123，848，900円 計： 441，568，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 130円 � 200円 枠 連（7－8） 1，080円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 560円 �� 780円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 16，640円

票 数

単勝票数 計 334385 的中 � 40964（3番人気）
複勝票数 計 393682 的中 � 46043（3番人気）� 99979（1番人気）� 43958（4番人気）
枠連票数 計 134402 的中 （7－8） 9582（5番人気）
馬連票数 計 688280 的中 �� 41531（4番人気）
馬単票数 計 336250 的中 �� 8424（10番人気）
ワイド票数 計 427837 的中 �� 19436（5番人気）�� 13244（10番人気）�� 30575（2番人気）
3連複票数 計 862361 的中 ��� 27631（7番人気）
3連単票数 計1238489 的中 ��� 5395（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．5―49．5―1：02．0―1：14．4―1：26．2―1：37．7―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックジルベルト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．8．13 新潟2着

2015．4．2生 牡4黒鹿 母 ラッシュライフ 母母 フレンドレイ 13戦2勝 賞金 20，150，000円
〔競走中止〕 アイファーマグオー号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペプチドリリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月23日まで平地競

走に出走できない。



07009 2月23日 晴 良 （31阪神1）第1日 第9競走 ��
��2，200�

あまがさき

尼崎ステークス
発走14時25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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

66 メールドグラース 牡4黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B476－ 62：12．4 5．1�
22 センテリュオ 牝4鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458＋ 82：12．71� 1．7�
11 カフジプリンス 牡6栗 57 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 532－ 62：13．33	 8．8�
44 ギ ャ ラ ッ ド 
4鹿 56 丸山 元気 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 474± 02：13．61� 14．0�
55 ミスディレクション 
5黒鹿57 武 豊�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 4 〃 クビ 4．7	
77 スズカルパン 牡10鹿 57 幸 英明永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 476－ 22：14．23	 143．4

89 ビッグスモーキー 牡4鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 534－ 42：14．3クビ 13．1�
33 オウケンブラック 牡8鹿 57 松田 大作福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム B480－ 62：14．61� 163．4�
88 アグネスフォルテ 牡6栗 57 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 富田牧場 454＋102：17．9大差 106．6
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売 得 金
単勝： 52，027，000円 複勝： 112，127，700円 枠連： 12，431，800円
馬連： 81，516，700円 馬単： 51，553，300円 ワイド： 52，914，800円
3連複： 112，423，800円 3連単： 254，507，500円 計： 729，502，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（2－6） 380円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 180円 �� 530円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 520270 的中 � 80933（3番人気）
複勝票数 計1121277 的中 � 111796（2番人気）� 699276（1番人気）� 64110（4番人気）
枠連票数 計 124318 的中 （2－6） 25338（2番人気）
馬連票数 計 815167 的中 �� 166205（2番人気）
馬単票数 計 515533 的中 �� 34147（5番人気）
ワイド票数 計 529148 的中 �� 90520（1番人気）�� 20840（9番人気）�� 45042（3番人気）
3連複票数 計1124238 的中 ��� 83705（5番人気）
3連単票数 計2545075 的中 ��� 29476（24番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．8―12．7―12．4―11．8―11．8―11．9―11．8―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．2―36．0―48．7―1：01．1―1：12．9―1：24．7―1：36．6―1：48．4―2：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8
1
3
5，9（1，6，8）（3，2，7）－4
3－5，9，6（1，2，8）7，4

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

勝馬の
紹 介

メールドグラース �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．30 阪神3着

2015．5．26生 牡4黒鹿 母 グレイシアブルー 母母 ブルーラスター 14戦4勝 賞金 59，110，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスフォルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月23日まで平地

競走に出走できない。

07010 2月23日 晴 良 （31阪神1）第1日 第10競走 ��
��1，200�マーガレットステークス（Ｌ）

発走15時00分 （芝・右）
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1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 140，000円 40，000円 20，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

55 ディアンドル 牝3黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 490－ 21：09．1 1．2�
11 イッツクール 牡3栗 57 松田 大作久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 474＋ 41：09．41	 5．2�
66 シングルアップ 牡3鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 542＋171：09．61
 9．8�
44 スタークォーツ 牝3青鹿54 藤岡 佑介輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 478＋ 41：09．7� 19．8�
22 ロードワンダー �3青鹿56 丸山 元気 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 418－ 2 〃 クビ 58．3	
33 ブリングイットオン 牝3鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 426＋ 41：09．8� 12．0
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売 得 金
単勝： 57，020，000円 複勝： 122，699，600円 枠連： 発売なし
馬連： 61，203，400円 馬単： 56，712，400円 ワイド： 33，619，800円
3連複： 60，523，300円 3連単： 313，782，300円 計： 705，560，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 120円 �� 190円 �� 390円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 960円

票 数

単勝票数 計 570200 的中 � 367986（1番人気）
複勝票数 計1226996 的中 � 998993（1番人気）� 107831（2番人気）
馬連票数 計 612034 的中 �� 229865（1番人気）
馬単票数 計 567124 的中 �� 160551（1番人気）
ワイド票数 計 336198 的中 �� 96567（1番人気）�� 39843（3番人気）�� 14867（7番人気）
3連複票数 計 605233 的中 ��� 95767（3番人気）
3連単票数 計3137823 的中 ��� 235001（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．2―11．1―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．6―45．7―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．5
3 2，4（1，5）6，3 4 ・（2，4）（1，5）6，3

勝馬の
紹 介

ディアンドル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．7．15 中京2着

2016．2．14生 牝3黒鹿 母 グリューネワルト 母母 シェーンクライト 5戦4勝 賞金 60，479，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



07011 2月23日 晴 良 （31阪神1）第1日 第11競走 ��
��2，000�

に が わ

仁川ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，30．2．24以降31．2．17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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

510 テルペリオン 牡5栗 54 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 B528－122：05．7 14．1�
612 ピ オ ネ ロ 牡8鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B504－ 22：06．02 10．1�
11 アングライフェン 牡7鹿 56 C．ルメール 前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496± 0 〃 ハナ 3．7�
35 コスモカナディアン 牡6鹿 55 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 498－ 2 〃 アタマ 7．4�
714 ヒロブレイブ 牡6鹿 53 幸 英明石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 498－ 22：06．1� 45．3	
36 アスカノロマン 牡8栗 57 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526± 02：06．3� 37．3

24 ナムラアラシ 牡6鹿 57 福永 祐一奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 526± 0 〃 ハナ 6．1�
23 オールマンリバー 牡7黒鹿54 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 510－ 22：06．4� 26．6�
12 ホーリーブレイズ 牡5鹿 55 高倉 稜村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 474＋ 2 〃 クビ 8．3
816	 シャイニービーム 牡7鹿 53 小牧 太小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 456－ 2 〃 ハナ 79．3�
713 モズアトラクション 牡5栗 55 
島 克駿 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 496＋ 42：06．5クビ 8．3�
47 キ ク ノ ル ア 牡5栗 54 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 B514－102：06．71� 7．8�
59 メイショウスミトモ 牡8鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 12：07．12� 224．3�
611 カフェリュウジン 牡9鹿 52 坂井 瑠星西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 538－ 62：07．31� 505．0�
815 タガノディグオ 牡5黒鹿55 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 538＋10 〃 クビ 75．6�
48 オ ル ナ 牡7鹿 53 酒井 学�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 528－ 22：08．25 33．6�
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売 得 金
単勝： 90，096，700円 複勝： 151，496，800円 枠連： 67，536，900円
馬連： 317，548，300円 馬単： 106，740，800円 ワイド： 190，471，700円
3連複： 535，083，400円 3連単： 595，002，600円 計： 2，053，977，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 390円 � 240円 � 160円 枠 連（5－6） 7，410円

馬 連 �� 6，980円 馬 単 �� 14，310円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，260円 �� 530円

3 連 複 ��� 9，600円 3 連 単 ��� 75，490円

票 数

単勝票数 計 900967 的中 � 50761（8番人気）
複勝票数 計1514968 的中 � 82621（8番人気）� 156485（4番人気）� 291664（1番人気）
枠連票数 計 675369 的中 （5－6） 7056（24番人気）
馬連票数 計3175483 的中 �� 35246（29番人気）
馬単票数 計1067408 的中 �� 5592（56番人気）
ワイド票数 計1904717 的中 �� 24607（28番人気）�� 37992（16番人気）�� 98361（2番人気）
3連複票数 計5350834 的中 ��� 41783（33番人気）
3連単票数 計5950026 的中 ��� 5714（264番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．3―14．1―13．0―12．2―12．2―12．2―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―36．8―50．9―1：03．9―1：16．1―1：28．3―1：40．5―1：52．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テルペリオン �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．10．1 阪神5着

2014．3．12生 牡5栗 母 エ ル ベ レ ス 母母 ジ ア ー ダ 19戦6勝 賞金 121，538，000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。
（非当選馬） 1頭 マイネルオフィール号
（非抽選馬） 1頭 カレンラストショー号

07012 2月23日 晴 良 （31阪神1）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

66 メイショウオーパス 牡4黒鹿57 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 504＋ 61：34．5 8．9�
810 サウンドキアラ 牝4鹿 55 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 456－ 41：34．71 6．6�
78 フォックスクリーク 牡4黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 クビ 3．1�
55 � エアアルマス 牡4鹿 57 C．ルメール �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

486＋ 2 〃 アタマ 3．9�
79 ラヴィングアンサー 牡5鹿 57 松山 弘平江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 508＋101：34．91	 22．4�
67 ト ラ イ ン 牡4鹿 57 藤岡 佑介大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 454－ 61：35．0クビ 9．3	
11 ワイプティアーズ 牡4栗 57 酒井 学吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 518＋ 6 〃 クビ 56．4

33 ステイオンザトップ 牡5栗 57 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476－ 61：35．1クビ 8．0�
811
 ダブルシャープ 牡4鹿 57 和田 竜二天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 480＋ 21：35．31� 10．4
22 ティルナノーグ �7鹿 57 島 克駿前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 41：35．4	 120．6�
44 アルジャーノン 牡4栗 57 浜中 俊 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 444＋ 81：36．35 42．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 62，819，100円 複勝： 85，177，400円 枠連： 25，679，000円
馬連： 133，481，600円 馬単： 51，616，700円 ワイド： 85，965，100円
3連複： 185，775，700円 3連単： 247，597，200円 計： 878，111，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 180円 � 140円 枠 連（6－8） 950円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 7，060円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 660円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 28，000円

票 数

単勝票数 計 628191 的中 � 56364（5番人気）
複勝票数 計 851774 的中 � 75148（5番人気）� 121635（3番人気）� 189477（1番人気）
枠連票数 計 256790 的中 （6－8） 20838（5番人気）
馬連票数 計1334816 的中 �� 29861（15番人気）
馬単票数 計 516167 的中 �� 5480（32番人気）
ワイド票数 計 859651 的中 �� 20421（15番人気）�� 32838（8番人気）�� 62746（2番人気）
3連複票数 計1857757 的中 ��� 43513（9番人気）
3連単票数 計2475972 的中 ��� 6410（106番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．4―12．1―11．8―11．0―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．9―49．0―1：00．8―1：11．8―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．7
3 6（8，10）（1，9）（2，5）（4，3）11－7 4 6（8，10）（1，9，5，11）（4，2，3，7）

勝馬の
紹 介

メイショウオーパス �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．7．8 中京8着

2015．3．22生 牡4黒鹿 母 マンハッタンミート 母母 ダノンエトランゼル 14戦3勝 賞金 42，159，000円



（31阪神1）第1日 2月23日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 151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

233，940，000円
7，710，000円
20，120，000円
990，000円

23，220，000円
61，172，500円
3，926，000円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
495，373，500円
833，992，000円
198，505，500円
1，009，021，800円
482，073，600円
663，196，000円
1，486，264，400円
2，222，042，500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 7，390，469，300円

総入場人員 11，509名 （有料入場人員 10，779名）
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