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07013 2月24日 晴 良 （31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
1：48．5
1：47．8

重
重

58 テ オ レ ー マ 牝3鹿 54 浜中 俊水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 464± 01：54．8 3．0�
712 ブロードハースト 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：56．07 2．5�
610 マーブルサニー 牝3芦 54 池添 謙一下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 486± 01：56．31� 44．5�
11 サイモンオーキッド 牝3鹿 54 福永 祐一澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－101：56．4� 6．0�
35 ペネトレーター 牝3鹿 54 幸 英明 �ローレルレーシング 高橋 康之 新冠 松浦牧場 464－ 41：56．71� 11．3	
814 ラキエストバイオ 牝3青 54 高倉 稜バイオ� 渡辺 薫彦 平取 清水牧場 458＋ 41：56．91� 152．7

59 チューダーローズ 牝3鹿 54 国分 優作阿部東亜子氏 奥村 豊 浦河 谷川牧場 466－ 8 〃 アタマ 36．3�
34 パリッシュブルー 牝3栗 54 松山 弘平大野 富生氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 422± 01：57．0クビ 26．0�
815 テンナイトパール 牝3鹿 54 藤岡 佑介天白 泰司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B458＋ 21：57．63� 10．0
46 メイデンボヤージュ 牝3芦 54 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前谷 武志 514 ―1：58．55 134．0�
47 デルマディジョン 牝3鹿 54 畑端 省吾浅沼 廣幸氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 498± 01：58．71� 135．0�
713 タガノカルーア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋121：58．9� 366．8�
611 メイショウサザナミ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星松本 好雄氏 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 B474－ 61：59．53� 312．1�
23 カークソング 牝3鹿 54 武 豊戸賀 智子氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 442 ―1：59．92� 20．9�
22 セイビーチェ 牝3鹿 54

53 ☆富田 暁金田 成基氏 中村 均 日高 奥山 博 500＋ 62：00．75 339．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，292，900円 複勝： 40，516，600円 枠連： 12，433，000円
馬連： 52，585，800円 馬単： 26，987，600円 ワイド： 40，958，700円
3連複： 80，324，900円 3連単： 103，047，500円 計： 385，147，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 110円 � 640円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，460円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 282929 的中 � 75168（2番人気）
複勝票数 計 405166 的中 � 99898（2番人気）� 119570（1番人気）� 8319（9番人気）
枠連票数 計 124330 的中 （5－7） 27986（1番人気）
馬連票数 計 525858 的中 �� 118810（1番人気）
馬単票数 計 269876 的中 �� 30775（1番人気）
ワイド票数 計 409587 的中 �� 83277（1番人気）�� 5887（18番人気）�� 4885（21番人気）
3連複票数 計 803249 的中 ��� 13844（13番人気）
3連単票数 計1030475 的中 ��� 5476（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―38．5―51．7―1：04．4―1：17．1―1：29．6―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テ オ レ ー マ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2019．1．20 京都11着

2016．2．2生 牝3鹿 母 スターズアラインド 母母 Senora Galilei 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カークソング号・セイビーチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月24日

まで平地競走に出走できない。

07014 2月24日 晴 良 （31阪神1）第2日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

47 ウォークザライン 牡3栗 56 太宰 啓介前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 454－ 21：26．7 2．2�
713 ブレーンクロー 牡3栗 56 岩田 康誠藤井聡一郎氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 41：26．8� 18．4�
611 ラインリンクス 牡3鹿 56 松山 弘平大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 土田農場 490＋ 31：27．22� 7．2�
23 エスシーバスター 牡3栗 56 川須 栄彦工藤 圭司氏 牧田 和弥 日高 クリアファーム 482± 01：27．62� 4．6�
36 ケントホープ 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星田畑 富子氏 西橋 豊治 新ひだか 山野牧場 476－ 41：28．13 28．9�
510 マッシヴレジェンド 牡3栗 56 幸 英明小川 勲氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 466± 01：28．52� 52．0�
612 サダムラポール 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人大西美生子氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 478－ 61：28．6� 428．3	
48 ラインアポロン 牡3鹿 56 藤懸 貴志大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 454＋161：28．81� 7．0

59 クリノライジン 牡3栗 56 高倉 稜栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 488＋ 4 〃 ハナ 27．2�
35 アレグレモエティー 牝3芦 54 和田 竜二斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 462＋ 61：29．01� 14．6�
11 ヤマニンアネッリ 牝3鹿 54 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 426－ 81：29．1クビ 232．5
12 キシュウブライト 牝3栗 54 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 今井 秀樹 420－ 61：29．42 166．3�
714 ズヴィズダー 牝3鹿 54 四位 洋文�KTレーシング 武 英智 様似 猿倉牧場 384± 0 〃 ハナ 23．9�
816 エイシンポタラ 牝3栗 54 酒井 学�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 458－ 21：30．57 138．0�
24 ヤマニンモンスーン 牡3鹿 56 田中 健土井 肇氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 504± 01：30．7� 48．6�
815 リッカウィンドウ 牝3芦 54 国分 優作立花 幸雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 酒井 亨 424 ―1：31．97 67．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，699，800円 複勝： 35，681，200円 枠連： 14，356，300円
馬連： 48，679，100円 馬単： 24，001，600円 ワイド： 36，301，300円
3連複： 74，285，400円 3連単： 84，344，400円 計： 343，349，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 350円 � 200円 枠 連（4－7） 910円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 750円 �� 400円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 16，580円

票 数

単勝票数 計 256998 的中 � 91874（1番人気）
複勝票数 計 356812 的中 � 95382（1番人気）� 19340（7番人気）� 43595（3番人気）
枠連票数 計 143563 的中 （4－7） 12137（3番人気）
馬連票数 計 486791 的中 �� 17972（7番人気）
馬単票数 計 240016 的中 �� 5822（9番人気）
ワイド票数 計 363013 的中 �� 12154（7番人気）�� 24912（2番人気）�� 6178（16番人気）
3連複票数 計 742854 的中 ��� 15340（10番人気）
3連単票数 計 843444 的中 ��� 3687（43番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―13．1―13．2―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．0―48．1―1：01．3―1：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F38．6
3 3（4，15）8（6，11）16（9，13）（1，2，10）（5，7）14－12 4 3（4，15）（8，11）6（16，13）（9，7）（1，2，10）5（12，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウォークザライン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．7．15 中京6着

2016．3．26生 牡3栗 母 クレーンズラヴァー 母母 ギャラントハウス 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカウィンドウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月24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 マティス号

第１回 阪神競馬 第２日



07015 2月24日 晴 良 （31阪神1）第2日 第3競走 ��
��1，800�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
1：48．5
1：47．8

重
重

712 シゲルヒカルダイヤ 牡3鹿 56 松山 弘平森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504＋ 21：55．8 8．6�

610 クラウドスケープ 牡3黒鹿 56
55 ☆坂井 瑠星下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 474± 01：55．9� 3．3�

22 シホノフォルテ 牡3鹿 56 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 522－ 41：56．0	 20．3�
58 エイシンゴエモン 牡3栗 56 和田 竜二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 504＋ 2 〃 アタマ 11．7�
34 スマートユニバンス 牡3栗 56 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478－ 21：56．63� 7．6	
46 プチティラン 牡3鹿 56 福永 祐一 
社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 462± 01：56．7� 11．1�
713 ガッドハンド 牡3黒鹿56 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 464± 01：57．12� 4．0�
23 オ ー ブ ラ ン 牡3青鹿56 川須 栄彦中野 和子氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 454± 01：57．2� 9．1
611 ベルウッドヒビキ 牡3鹿 56 酒井 学鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 山口 忠彦 478－ 41：57．3� 341．7�
815 マーストファクト 牡3芦 56 国分 恭介岡田甲子男氏 清水 久詞 新ひだか 坂本牧場 520± 01：57．61	 118．5�
47 モ ン グ ラ ン 牡3黒鹿56 国分 優作ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 524± 01：57．7クビ 444．6�
11 ソルパシオン 牡3栗 56 武 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：57．8� 19．3�
59 ヴァルトブルク 牡3黒鹿56 幸 英明 
社台レースホース高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋101：58．43� 62．5�
814 ダ イ ダ ロ ス 
3青鹿56 藤岡 佑介�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 土居牧場 440－ 21：58．93 34．6�
35 ウォーターオリジン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣山岡 正人氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 502－122：00．49 94．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，739，700円 複勝： 50，926，700円 枠連： 16，359，600円
馬連： 59，726，800円 馬単： 26，757，300円 ワイド： 43，038，600円
3連複： 87，974，400円 3連単： 98，608，400円 計： 415，131，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 260円 � 140円 � 560円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，800円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 8，060円 3 連 単 ��� 48，830円

票 数

単勝票数 計 317397 的中 � 29416（4番人気）
複勝票数 計 509267 的中 � 44303（5番人気）� 135294（1番人気）� 17241（8番人気）
枠連票数 計 163596 的中 （6－7） 30338（1番人気）
馬連票数 計 597268 的中 �� 36222（4番人気）
馬単票数 計 267573 的中 �� 6133（10番人気）
ワイド票数 計 430386 的中 �� 21449（4番人気）�� 3744（31番人気）�� 9686（13番人気）
3連複票数 計 879744 的中 ��� 8177（28番人気）
3連単票数 計 986084 的中 ��� 1464（168番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．8―13．0―13．0―12．8―12．6―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．3―51．3―1：04．3―1：17．1―1：29．7―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．7
1
3
10，3，13（1，4，12）2（6，8）（5，7，15）－9，11－14
10，3，13（1，4，12）（2，8）－（5，7，6）－（9，15）－11，14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルヒカルダイヤ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．1．6 京都2着

2016．4．28生 牡3鹿 母 サルヴァドール 母母 カ リ テ ィ バ 3戦1勝 賞金 8，150，000円
〔制裁〕 ガッドハンド号の騎手岩田康誠は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・11番・9番）

07016 2月24日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （31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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

22 ドラゴンバローズ 牡7栗 60 佐久間寛志猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新ひだか ヒサイファーム 512＋ 43：22．4 2．5�
58 ライブリシュネル 牡9鹿 60 難波 剛健加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 498＋123：23．25 11．7�
57 ブレイクスピアー 牡4青鹿59 植野 貴也前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 496－ 63：24．58 5．6�
11 スマートギャツビー �4鹿 59 白浜 雄造大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 476＋ 23：24．71 14．2�
712 オースミベリル 牡5栗 60 小野寺祐太�オースミ 荒川 義之 浦河 �川 啓一 488＋ 83：26．19 90．4�
610 ナムラスパルタクス 牡5黒鹿60 黒岩 悠奈村 信重氏 清水 久詞 日高 ナカノファーム 490＋ 83：26．31� 51．6	
813 ニシノエアレス 牝5栗 58 森 一馬西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 本桐牧場 462－ 23：26．72� 23．8

711 レッドクライム �5栗 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 田中 博康 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 63：27．87 23．0�
45 メイショウバッハ 牡6栗 60 小坂 忠士松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 498＋ 23：28．33 4．9
69 ロ ス カ ボ ス �6黒鹿60 大江原 圭吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 490－183：29．36 13．0�
46 ハギノグランデ �4鹿 59 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 602－103：30．15 48．0�
814	 アドバンスゴード 牡7芦 60 田村 太雅ニッシンレーシング 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 524＋ 63：47．8大差 11．7�
34 クニノオーシャン 牡4芦 59 金子 光希太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 482± 0 〃 クビ 68．9�
33 シゲルキハダマグロ 牡6栗 60 高野 和馬森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 468＋ 6 （競走中止） 50．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，277，900円 複勝： 20，343，200円 枠連： 11，954，800円
馬連： 35，102，200円 馬単： 19，168，400円 ワイド： 25，466，200円
3連複： 61，030，400円 3連単： 73，146，300円 計： 263，489，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 260円 � 170円 枠 連（2－5） 500円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 560円 �� 280円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 10，050円

票 数

単勝票数 計 172779 的中 � 53213（1番人気）
複勝票数 計 203432 的中 � 44544（1番人気）� 16421（5番人気）� 31620（2番人気）
枠連票数 計 119548 的中 （2－5） 18421（1番人気）
馬連票数 計 351022 的中 �� 19094（4番人気）
馬単票数 計 191684 的中 �� 6852（6番人気）
ワイド票数 計 254662 的中 �� 11072（4番人気）�� 25893（1番人気）�� 7158（9番人気）
3連複票数 計 610304 的中 ��� 21364（3番人気）
3連単票数 計 731463 的中 ��� 5275（21番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．2－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Polish Precedent デビュー 2014．12．21 阪神10着

2012．2．8生 牡7栗 母 ポーリッシュピンク 母母 Ring Pink 障害：2戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 シゲルキハダマグロ号は，1号障害〔いけ垣〕を内側に斜飛し，着地時に転倒したため競走中止。
〔調教再審査〕 シゲルキハダマグロ号は，障害調教再審査。
※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。
（非当選馬） 1頭 テイエムリボー号
（非抽選馬） 2頭 エスケークラウン号・ローデルバーン号



07017 2月24日 晴 良 （31阪神1）第2日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時20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
2：24．1
2：20．6

良
良

56 ビザンティン 牡3青鹿56 浜中 俊 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム B496－ 42：26．3 13．3�
44 ディバインフォース 牡3鹿 56 松山 弘平吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 448－ 22：26．51 63．1�
67 アドマイヤポラリス 牡3鹿 56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 466－ 42：26．71� 1．4�
11 ジェットモーション 牡3黒鹿56 福永 祐一�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 518－ 22：27．02 5．5�
22 サンサルドス 牡3鹿 56 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 526－102：27．32 8．4	
710 サンライズヴュー 牡3青鹿 56

55 ☆坂井 瑠星松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 456－ 42：27．51� 31．2

55 ポベーダテソーロ 牡3鹿 56 武 豊了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 日高 藤本ファーム 462＋102：27．6クビ 9．0�
33 ローザジルベルト 牡3鹿 56 国分 恭介 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 440－ 22：28．34 46．2�
811 サウンドバレット 牡3黒鹿56 幸 英明増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 470＋ 22：29．68 286．4
812 オトメザミッキー 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人三木 久史氏 中村 均 新冠 佐藤牧場 422－ 82：29．7	 260．3�
68 ソ ン リ ッ サ 牝3鹿 54 和田 竜二野嶋 祥二氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 450－122：30．01	 128．9�
79 テーオースナイパー 牡3鹿 56 小牧 太小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 460－ 82：30．42� 226．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，139，000円 複勝： 143，388，800円 枠連： 11，894，300円
馬連： 56，358，600円 馬単： 37，508，600円 ワイド： 44，812，700円
3連複： 89，586，000円 3連単： 174，176，500円 計： 598，864，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 210円 � 740円 � 110円 枠 連（4－5） 9，210円

馬 連 �� 22，600円 馬 単 �� 43，010円

ワ イ ド �� 4，080円 �� 350円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 150，860円

票 数

単勝票数 計 411390 的中 � 24592（5番人気）
複勝票数 計1433888 的中 � 55067（5番人気）� 11329（8番人気）� 1086203（1番人気）
枠連票数 計 118943 的中 （4－5） 1000（16番人気）
馬連票数 計 563586 的中 �� 1932（29番人気）
馬単票数 計 375086 的中 �� 654（53番人気）
ワイド票数 計 448127 的中 �� 2573（28番人気）�� 37743（4番人気）�� 8747（13番人気）
3連複票数 計 895860 的中 ��� 8520（22番人気）
3連単票数 計1741765 的中 ��� 837（232番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．2―13．2―12．9―12．8―12．3―12．1―11．7―10．9―11．4―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�
12．8―24．2―36．4―49．6―1：02．5―1：15．3―1：27．6―1：39．7―1：51．4―2：02．3―2：13．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビザンティン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．11．25 京都10着

2016．3．5生 牡3青鹿 母 ア カ ン サ ス 母母 センスオブアート 5戦1勝 賞金 7，750，000円

07018 2月24日 晴 良 （31阪神1）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：57．2
1：56．1

良
良

712 ア モ レ ッ タ 牝3鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480 ―2：04．1 1．5�

58 アークロイヤル 牝3栗 54 岩田 康誠原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 410 ― 〃 クビ 7．9�
713 ランランウイング 牝3黒鹿54 松山 弘平�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 454 ―2：04．2� 34．6�
814 レッドジェニファー 牝3栗 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 430 ―2：04．3	 91．0�
34 レンジャーガール 牝3鹿 54 岡田 祥嗣戸賀 智子氏 河内 洋 日高 Shall Farm 426 ―2：04．51
 19．4	
59 ナリタムソウ 牡3鹿 56 北村 友一�オースミ 藤沢 則雄 浦河 �川 啓一 478 ―2：04．71
 7．0

11 ローゼンリッター 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 536 ―2：04．8	 18．5�
23 グランジェット 牡3鹿 56 藤岡 佑介間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 猪野毛牧場 468 ―2：05．01
 23．4�
611 アスターブリザード 牡3鹿 56 国分 優作加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478 ― 〃 クビ 57．3
47 ディオーネプリンス 牡3鹿 56 幸 英明齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 484 ―2：05．21	 123．6�
610 ジュルビアン 牝3黒鹿54 国分 恭介 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 476 ―2：05．3クビ 32．6�
815 ゾ ロ 牡3栗 56 高倉 稜北山 敏�氏 田所 秀孝 浦河 ヒダカフアーム 490 ― 〃 アタマ 90．4�
46 エイシンホープ 牝3栗 54 和田 竜二�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 430 ―2：05．4� 10．5�
35 タガノジャイアント 牡3鹿 56 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 550 ―2：08．3大差 267．0�
22 ジューンデイズ 牝3青鹿54 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 日高 スウィング

フィールド牧場 484 ―2：16．5大差 301．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，286，400円 複勝： 44，689，300円 枠連： 15，132，800円
馬連： 52，704，100円 馬単： 30，553，000円 ワイド： 38，342，000円
3連複： 76，223，100円 3連単： 110，480，400円 計： 403，411，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 450円 枠 連（5－7） 250円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 320円 �� 620円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 8，550円

票 数

単勝票数 計 352864 的中 � 176576（1番人気）
複勝票数 計 446893 的中 � 186726（1番人気）� 47403（3番人気）� 13960（9番人気）
枠連票数 計 151328 的中 （5－7） 45920（1番人気）
馬連票数 計 527041 的中 �� 65617（2番人気）
馬単票数 計 305530 的中 �� 26581（2番人気）
ワイド票数 計 383420 的中 �� 33864（2番人気）�� 15515（5番人気）�� 5099（20番人気）
3連複票数 計 762231 的中 ��� 17860（10番人気）
3連単票数 計1104804 的中 ��� 9360（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―13．2―12．9―13．0―12．9―13．0―11．8―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―37．5―50．4―1：03．4―1：16．3―1：29．3―1：41．1―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア モ レ ッ タ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cape Cross 初出走

2016．4．11生 牝3鹿 母 オペラクローク 母母 Opera Comique 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューンデイズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月24日まで平地競

走に出走できない。
※ジューンデイズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



07019 2月24日 晴 良 （31阪神1）第2日 第7競走 ��1，200�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，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
1：08．8
1：08．7

重
重

48 アカツキジョー 牡4栗 57 浜中 俊河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 498－ 41：12．3 3．2�
47 クリノサンレオ 牡6栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 468－ 4 〃 アタマ 5．2�
36 アストロノーティカ 牡5鹿 57 四位 洋文ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 21：12．4� 7．1�
59 ホイールバーニング 牡6栗 57 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 540± 01：12．93 5．9�
611� メイショウアワジ 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 浦河日成牧場 480－ 61：13．22 10．1�
35 マルモマリア 牝4鹿 55

54 ☆富田 暁まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 464± 01：13．3� 5．5	
12 リリーメーカー 牝5鹿 55 国分 恭介阿部榮乃進氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 506－ 41：13．4クビ 34．8

714� エ ナ ホ ー プ 牝5黒鹿55 畑端 省吾宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 500± 01：13．5� 81．6�
815 メイショウマイカゼ 牝6黒鹿55 福永 祐一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 450＋ 21：13．6� 29．4�
24 レ ナ ー タ 牝4黒鹿55 岩田 康誠村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 450± 0 〃 クビ 39．7
713� ハ ル メ キ 牝4黒鹿55 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 三村 卓也 444－121：13．81	 176．6�
23 パワーアッシュ 牡4栗 57 酒井 学�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 478＋141：14．11� 201．4�
816 エ ピ ュ ー レ 牝5栗 55

54 ☆加藤 祥太�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 498± 0 〃 クビ 157．9�
612� イチザティアラ 牝4黒鹿55 小牧 太奈良﨑孝一郎氏 服部 利之 新ひだか 木下牧場 448－ 41：14．2クビ 247．4�
510� ビービーシールズ 牡4黒鹿57 川須 栄彦�坂東牧場 加用 正 平取 坂東牧場 548－ 6 〃 アタマ 52．5�
11 シュライエンシチー 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人 �友駿ホースクラブ 西園 正都 新ひだか 飛野牧場 498＋101：17．2大差 46．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，121，600円 複勝： 42，764，500円 枠連： 19，438，700円
馬連： 68，803，800円 馬単： 30，321，000円 ワイド： 49，297，000円
3連複： 102，281，900円 3連単： 123，164，600円 計： 466，193，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 150円 � 200円 枠 連（4－4） 860円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 300円 �� 480円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 5，350円

票 数

単勝票数 計 301216 的中 � 74278（1番人気）
複勝票数 計 427645 的中 � 69677（2番人気）� 78369（1番人気）� 49529（5番人気）
枠連票数 計 194387 的中 （4－4） 17376（3番人気）
馬連票数 計 688038 的中 �� 61176（1番人気）
馬単票数 計 303210 的中 �� 15005（1番人気）
ワイド票数 計 492970 的中 �� 44653（1番人気）�� 25281（6番人気）�� 21520（7番人気）
3連複票数 計1022819 的中 ��� 50149（2番人気）
3連単票数 計1231646 的中 ��� 16686（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．0―12．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．6―48．0―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アカツキジョー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．10．28 京都6着

2015．3．11生 牡4栗 母 スルーザシーズン 母母 ビクトリーマッハ 8戦2勝 賞金 17，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュライエンシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月24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 サンクタリリアス号

07020 2月24日 晴 良 （31阪神1）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時50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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

66 ノ ー ウ ェ イ 牡4鹿 56 川田 将雅宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 478＋ 21：52．6 2．3�
88 スワーヴアラミス 牡4鹿 56 武 豊�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 61：52．7� 4．0�
22 カフジキング 牡6鹿 57 福永 祐一加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム B474＋ 4 〃 クビ 3．0�
77 サクラアリュール 牡4栗 56 和田 竜二�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 488＋ 21：53．12� 10．9�
33 � メイショウナンプウ 牡5青鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 B512＋ 21：53．63 31．3�
11 ロードアクシス 牡4黒鹿56 酒井 学 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 474＋ 61：53．7� 38．8	
55 セイリスペクト 牡4黒鹿56 国分 恭介金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B474－ 41：54．55 10．5

44 � アイファーヴリル 牡6栗 57 小牧 太中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 462－201：58．8大差 197．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，682，600円 複勝： 48，357，000円 枠連： 発売なし
馬連： 67，039，500円 馬単： 38，921，800円 ワイド： 36，941，100円
3連複： 80，072，700円 3連単： 193，096，600円 計： 503，111，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 170円 �� 130円 �� 190円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 1，540円

票 数

単勝票数 計 386826 的中 � 133165（1番人気）
複勝票数 計 483570 的中 � 182310（1番人気）� 59839（3番人気）� 142944（2番人気）
馬連票数 計 670395 的中 �� 108385（2番人気）
馬単票数 計 389218 的中 �� 31925（4番人気）
ワイド票数 計 369411 的中 �� 51741（2番人気）�� 89189（1番人気）�� 40115（3番人気）
3連複票数 計 800727 的中 ��� 208383（1番人気）
3連単票数 計1930966 的中 ��� 90712（3番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―13．0―12．3―12．8―12．6―12．4―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―37．5―49．8―1：02．6―1：15．2―1：27．6―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
5（1，6，7）（2，8）－3－4
5（6，7）（1，2，8）－3－4

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

勝馬の
紹 介

ノ ー ウ ェ イ �

父 ヘニーヒューズ �


母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．11．3 京都3着

2015．2．22生 牡4鹿 母 メルヴェイユーズ 母母 ノースフライト 15戦3勝 賞金 43，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーヴリル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年3月24日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 クリノフウジン号（疾病〔右前挫跖〕のため）



07021 2月24日 晴 良 （31阪神1）第2日 第9競走 ��
��1，800�

い た み

伊丹ステークス
発走14時25分 （ダート・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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 ロードゴラッソ 牡4青 56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 41：51．7 6．1�
78 � リテラルフォース 牡5黒鹿57 川田 将雅村上 稔氏 高柳 大輔 登別 ユートピア牧場 518＋ 21：52．33	 4．7�
811 トワイライトタイム 牡4青鹿56 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 3．8�
79 タガノヴェローナ 牝5芦 55 岩田 康誠八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 21：52．61
 6．9�
67 エ オ リ ア 牝5鹿 55 浜中 俊ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 21：53．34 3．5�
810� クリノヒビキ 牡4栗 56 小牧 太栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 490－ 51：53．51� 162．9	
22 クリノリトミシュル 牝6鹿 55 酒井 学栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 504＋ 41：53．92	 27．9

33 キーグラウンド 牡5鹿 57 幸 英明北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 496－ 21：54．0	 15．8�
11 コウエイワンマン 牡8黒鹿57 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 554＋ 21：54．42	 205．4�
44 タガノグルナ 牡5鹿 57 国分 優作八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 21：54．5	 14．5
66 サンライズウィズ 牡6鹿 57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 508＋ 81：54．92	 104．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，008，000円 複勝： 59，631，300円 枠連： 17，042，600円
馬連： 108，627，600円 馬単： 47，240，600円 ワイド： 61，830，000円
3連複： 145，645，700円 3連単： 220，492，700円 計： 703，518，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 160円 � 140円 枠 連（5－7） 1，010円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 540円 �� 450円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 8，890円

票 数

単勝票数 計 430080 的中 � 55956（4番人気）
複勝票数 計 596313 的中 � 72113（5番人気）� 96400（3番人気）� 127547（1番人気）
枠連票数 計 170426 的中 （5－7） 12998（4番人気）
馬連票数 計1086276 的中 �� 55582（8番人気）
馬単票数 計 472406 的中 �� 11335（16番人気）
ワイド票数 計 618300 的中 �� 28096（8番人気）�� 34796（5番人気）�� 51659（2番人気）
3連複票数 計1456457 的中 ��� 84212（4番人気）
3連単票数 計2204927 的中 ��� 17973（30番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．5―12．4―12．5―12．8―13．0―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―36．1―48．5―1：01．0―1：13．8―1：26．8―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードゴラッソ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．1．21 京都5着

2015．5．16生 牡4青 母 サッカーマム 母母 Traverse City 10戦4勝 賞金 52，051，000円

07022 2月24日 晴 良 （31阪神1）第2日 第10競走 ��
��2，200�すみれステークス（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 133，000円 38，000円 19，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

66 サトノルークス 牡3鹿 56 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：13．6 3．5�
44 アドマイヤジャスタ 牡3鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：13．81	 1．5�
11 ショウリュウイクゾ 牡3栗 56 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B482± 02：13．9
 13．0�
55 ル タ ン ブ ル 牝3黒鹿54 松山 弘平杉浦 和也氏 寺島 良 日高 竹島 幸治 432－ 6 〃 アタマ 42．1�
22 アーデントリー 牡3鹿 56 和田 竜二巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 440－ 42：14．0� 78．4�
33 キ ス ラ ー 牡3青鹿56 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 478＋ 42：14．85 4．4	

（6頭）

売 得 金
単勝： 77，387，500円 複勝： 70，183，900円 枠連： 発売なし
馬連： 81，745，000円 馬単： 72，764，000円 ワイド： 39，136，600円
3連複： 92，009，100円 3連単： 408，734，500円 計： 841，960，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 110円 �� 260円 �� 190円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，590円

票 数

単勝票数 計 773875 的中 � 176414（2番人気）
複勝票数 計 701839 的中 � 131340（2番人気）� 401543（1番人気）
馬連票数 計 817450 的中 �� 316045（1番人気）
馬単票数 計 727640 的中 �� 99390（3番人気）
ワイド票数 計 391366 的中 �� 128731（1番人気）�� 26827（5番人気）�� 42424（4番人気）
3連複票数 計 920091 的中 ��� 150869（2番人気）
3連単票数 計4087345 的中 ��� 185930（6番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．1―12．8―12．6―12．4―12．5―11．9―11．5―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．8―36．9―49．7―1：02．3―1：14．7―1：27．2―1：39．1―1：50．6―2：01．5

コーナー
通過順位

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

2
4
5（2，6）－4，3－1・（5，6）（2，4）（1，3）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノルークス 

�
父 ディープインパクト 


�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2018．9．29 阪神2着

2016．3．11生 牡3鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 4戦3勝 賞金 35，133，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



07023 2月24日 晴 良 （31阪神1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第63回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，30．2．24以降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，30．2．23以前のGⅠ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

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

817 スマートオーディン 牡6黒鹿56 藤岡 佑介大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 500－ 61：20．3 32．3�
11 レッツゴードンキ 牝7栗 54 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 506＋ 41：20．51 6．0�
23 ロ ジ ク ラ イ 牡6黒鹿56 横山 典弘久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518－ 41：20．71� 5．5�
611 ロードクエスト 牡6鹿 57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 462－ 21：20．8	 11．5�
818 エントシャイデン 牡4芦 56 坂井 瑠星前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 0 〃 クビ 15．7�
714 ダイアナヘイロー 牝6黒鹿55 武 豊�駒秀 大根田裕之 浦河 大西ファーム 472－ 2 〃 ハナ 5．7	
816
 ミスターメロディ 牡4鹿 56 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower

Thoroughbreds 496＋ 4 〃 ハナ 4．0

35 ラインスピリット 牡8黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446－ 41：20．9	 84．8�
36 スターオブペルシャ �6栗 56 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 520＋ 2 〃 クビ 11．7
47 リライアブルエース 牡6黒鹿56 松山 弘平 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 81：21．0クビ 33．7�
24 タイムトリップ 牡5黒鹿56 浜中 俊中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 504－ 21：21．1	 23．2�
48 コウエイタケル 牡8鹿 56 小牧 太伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 502－ 2 〃 クビ 323．4�
715� ヒルノデイバロー 牡8黒鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B522＋ 61：21．2クビ 144．2�
510 アドマイヤゴッド 牡7鹿 56 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498－ 41：21．41� 268．2�
612
 リョーノテソーロ 牡4鹿 56 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC B504－ 8 〃 ハナ 20．7�

12 ヤングマンパワー 牡7黒鹿56 池添 謙一星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528－101：21．5	 59．3�
59 ダイメイフジ 牡5鹿 56 和田 竜二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 522－ 41：21．81 18．6�
713 トウショウピスト 牡7鹿 56 古川 吉洋トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488± 01：22．43	 374．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 172，798，800円 複勝： 253，482，800円 枠連： 139，728，700円
馬連： 715，350，900円 馬単： 242，938，500円 ワイド： 392，330，500円
3連複： 1，395，357，500円 3連単： 1，730，598，400円 計： 5，042，586，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，230円 複 勝 � 790円 � 230円 � 240円 枠 連（1－8） 1，040円

馬 連 �� 13，100円 馬 単 �� 28，580円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 3，780円 �� 700円

3 連 複 ��� 21，950円 3 連 単 ��� 207，070円

票 数

単勝票数 計1727988 的中 � 42725（11番人気）
複勝票数 計2534828 的中 � 69196（12番人気）� 314148（2番人気）� 305984（3番人気）
枠連票数 計1397287 的中 （1－8） 104111（3番人気）
馬連票数 計7153509 的中 �� 42307（43番人気）
馬単票数 計2429385 的中 �� 6375（93番人気）
ワイド票数 計3923305 的中 �� 25947（46番人気）�� 25901（47番人気）�� 153522（5番人気）
3連複票数 計13953575 的中 ��� 47677（76番人気）
3連単票数 計17305984 的中 ��� 6059（654番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．3―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．4―45．7―57．0―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 14，5（1，13）（4，16）（3，9）（8，10，12）（6，11，15）（2，7，18）－17 4 14（5，13）（1，16）（4，9，12）3（8，10，11，15）6（7，18，17）2

勝馬の
紹 介

スマートオーディン �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Alzao デビュー 2015．9．20 阪神1着

2013．2．20生 牡6黒鹿 母 レディアップステージ 母母 She’s The Tops 12戦5勝 賞金 180，912，000円
〔制裁〕ミスターメロディ号の騎手福永祐一は，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100，000円。（被害馬：12番）

ミスターメロディ号の騎手福永祐一は，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30，000円。（被害馬：4番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスマートオーディン号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

07024 2月24日 晴 良 （31阪神1）第2日 第12競走 ��
��1，400�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，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
1：21．5
1：20．3

不良
不良

36 フュージョンロック 牡5栗 57 武 豊金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 498＋ 41：24．0 7．9�

612 テイエムグッドマン 牡5鹿 57 四位 洋文竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 本桐牧場 B492－ 41：24．21� 4．2�
47 グローリーグローリ 牡4黒鹿57 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 498＋ 41：24．51	 4．3�
510
 バスカヴィル 牡5鹿 57 岩田 康誠ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

478± 0 〃 クビ 8．5�
611 メリッサーニ 牝4鹿 55 藤岡 佑介�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 502－ 41：24．6	 86．3�
12 ベルエスメラルダ 牝5黒鹿55 田中 健内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B452－101：24．7クビ 16．3	
23 ダンケシェーン 牡4栗 57 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 480－10 〃 ハナ 7．5

713 フォーカード 牡5栗 57 小牧 太�KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 476＋ 4 〃 クビ 38．0�
816 ラブリーイレブン 牝4栗 55 福永 祐一吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 B438± 01：24．8クビ 12．5�
59 カ ム カ ム 牡5鹿 57 幸 英明共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 478＋ 4 〃 クビ 28．7
35 リスペクタブル 牡4鹿 57 和田 竜二�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 486－ 61：25．01 25．6�
24 デロングスター 牝5栗 55

54 ☆富田 暁 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 460－ 81：25．85 45．6�
815 キョウワエステル 牝6鹿 55 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 474－141：26．43� 321．3�
714 テ ィ カ ル �4鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 日高 天羽牧場 492± 0 〃 アタマ 16．3�
48 ピースマーク 牡8鹿 57

56 ☆加藤 祥太小林竜太郎氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント B478－231：27．67 156．2�
11 オーマイガイ 牡6栗 57 岡田 祥嗣廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 484＋101：27．92 14．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，859，600円 複勝： 98，029，300円 枠連： 43，608，300円
馬連： 185，521，500円 馬単： 63，195，900円 ワイド： 114，735，300円
3連複： 287，953，500円 3連単： 325，614，500円 計： 1，189，517，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 250円 � 160円 � 160円 枠 連（3－6） 1，790円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 830円 �� 780円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 21，790円

票 数

単勝票数 計 708596 的中 � 71698（4番人気）
複勝票数 計 980293 的中 � 84747（5番人気）� 177230（1番人気）� 168799（2番人気）
枠連票数 計 436083 的中 （3－6） 18785（8番人気）
馬連票数 計1855215 的中 �� 62581（6番人気）
馬単票数 計 631959 的中 �� 8875（17番人気）
ワイド票数 計1147353 的中 �� 33688（7番人気）�� 36014（5番人気）�� 94792（1番人気）
3連複票数 計2879535 的中 ��� 76062（3番人気）
3連単票数 計3256145 的中 ��� 10831（28番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．8―12．4―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．3―46．1―58．5―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フュージョンロック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kornado デビュー 2016．6．12 東京3着

2014．2．2生 牡5栗 母 シ ャ ピ ー ラ 母母 Semplice 15戦3勝 賞金 45，800，000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 テーオージーニアス号

４レース目



（31阪神1）第2日 2月24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 162頭 本 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

270，650，000円
22，680，000円
1，450，000円
28，720，000円
64，442，000円
5，332，800円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
612，293，800円
907，994，600円
301，949，100円
1，532，244，900円
660，358，300円
923，190，000円
2，572，744，600円
3，645，504，800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 11，156，280，100円

総入場人員 18，028名 （有料入場人員 16，917名）
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