
０６００１ ２月２４日 晴 良 （１９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１０分 （ダート・右）

若手騎手，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

５９ � サーブユアセルフ 牡３栗 ５６
５５ ☆鮫島 良太小田切有一氏 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４５８＋ ２１：１３．５ １．６�

２３ �� ダンツオラクル 牡３栗
５６
５３ ▲田中 克典山元 哲二氏 山内 研二 静内 岡田スタツド ５２２－ ６１：１４．７７ ３．８�

１２ マイネパピヨン 牝３栗 ５４
５１ ▲船曳 文士 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム ４１６－１６１：１５．１２� １３６．７�
２４ � イチローパワー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田村 太雅久保 敏文氏 佐藤 正雄 静内 増本牧場 B４６２－ ２１：１５．４１� ２７．７�
７１４ スズカカリズマ 牡３鹿 ５６ 小坂 忠士永井 啓弍氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４６８－１２１：１５．７２ ２１．８�
５１０ レスポンスシチー 牡３黒鹿５６ 柴原 央明 �友駿ホースクラブ 田中 章博 浦河 上山牧場 ４６０＋ ３１：１５．８クビ ４１．９�
１１ アイファーターボー 牡３黒鹿５６ 高野 容輔中島 稔氏 福永 甲 浦河 馬道 隆 ４６８± ０ 〃 クビ ２６５．５	
４８ � コウエイバッカス 牡３鹿 ５６ 黒岩 悠西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８６－ ２１：１５．９� １１４．４

３５ �� カシノカスケード 牡３栗

５６
５３ ▲北村 友一柏木 務氏 福永 甲 宮崎 田上 勝雄 ４７４－ ２ 〃 ハナ ６．２�

８１６ ワンダーマッタホン 牡３黒鹿５６ 岩崎 祐己山本 信行氏 湯浅 三郎 えりも 能登 浩 ４９０－ ５１：１６．１１ ４０．８�
６１２� モ ン デ フ ィ 牡３芦 ５６ 高井 彰大林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４３８＋ ２１：１６．４２ ２１４．７
７１３� ウォータールルン 牝３栗 ５４

５１ ▲上野 翔山岡 良一氏 武 邦彦 新冠 若林牧場 ４１６＋ ４ 〃 ハナ ２５７．３�
４７ ブルーパティシエ 牡３青鹿５６ 生野 賢一 �荻伏レーシング・クラブ 武田 博 三石 加野牧場 ４１０－ ４１：１６．６１ ２９８．６�
６１１� スーパーレインボー 牝３栗 ５４

５１ ▲水出 大介後藤 繁樹氏 瀬戸口 勉 静内 タイヘイ牧場 ４５４－ ４１：１７．０２� ４０．７�
８１５ ソーラーフレア 牡３栗 ５６ 難波 剛健山上 和良氏 田島 良保 浦河 ターフィー牧場 ４５２－ ２１：１７．１クビ ２５９．４�
３６ � テイエムモノノフ 牡３鹿 ５６ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 三石 京野 節子 ４６２－ ２１：１８．２７ ７７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８００，１００円 複勝： １５，８６７，５００円 枠連： １９，３５２，４００円

普通馬連： ５７，５６１，１００円 馬単： ６９，５７６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０８５，０００円

３連複： ９６，１１０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２９２，３５３，０００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １，２５０円 枠 連（２－５） ２３０円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２，５９０円 �� ４，１１０円

３ 連 複 ��� ８，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５８００１ 的中 � ７９０１１（１番人気）
複勝票数 計 １５８６７５ 的中 � ５７９５１（１番人気）� ３５８１０（２番人気）� １５６３（１１番人気）
枠連票数 計 １９３５２４ 的中 （２－５） ６４０６６（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７５６１１ 的中 �� １５１９３４（１番人気）
馬単票数 計 ６９５７６６ 的中 �� １１２７５４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０８５０ 的中 �� ３６１９０（１番人気）�� １３９４（２６番人気）�� ８７０（３７番人気）
３連複票数 計 ９６１１０３ 的中 ��� ８２０７（２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．０―１２．１―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．７―３５．７―４７．８―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サーブユアセルフ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００７．１．７ 京都７着

２００４．２．２１生 牡３栗 母 ストーミーマターズ 母母 Adira ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムモノノフ号は，平成１９年３月２４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〕 モンデフィ号・ブルーパティシエ号は，平成１９年３月２４日まで平地競走に出走できない。



０６００２ ２月２４日 晴 良 （１９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４０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

２４ � ファートゥム 牡３栗 ５６
５３ ▲上野 翔田上 雅春氏 飯田 雄三 静内 岡田スタツド ４５６＋ ４１：５７．１ １０．９�

２３ �� マーブルダンサー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一下村 直氏 田所 清広 三石 設楽牧場 ４６６－ ４１：５７．２� ５．１�
５９ ファンドリゲット 牡３鹿 ５６ 和田 竜二水戸 富雄氏 岩元 市三 門別 槇本牧場 ４７２± ０１：５７．３クビ １９．６�
４８ � アメジストリング 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４６２± ０ 〃 ハナ ２１．７�
７１３ ゼンノモナルカ 牡３黒鹿５６ 武 豊大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４６８± ０１：５７．９３� ２．９�
５１０� テイエムデンセツ 牡３栗 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 門別 テイエム牧場門別分場 ４３２± ０１：５８．８５ ２１８．７�
３６ ゼンノアコンカグア 牡３鹿 ５６ 幸 英明大迫久美子氏 谷 潔 様似 中脇 一幸 ４５８＋ ６１：５８．９クビ ３８．８	
３５ タマモライズ 牡３鹿 ５６ 川原 正一タマモ
 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４５６－ ２１：５９．２１� ２０．２�

（兵庫）

６１１� エターナルクラウン 牡３鹿 ５６
５３ ▲北村 友一 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４８４－ ４１：５９．３� ４６．８�

４７ ハッピーオーラ 牝３黒鹿５４ 高橋 亮
本桐牧場 高橋 隆 三石 本桐牧場 ４３２－ ２１：５９．６２ ５１８．３
１１ �� マイネルカーリタス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲船曳 文士 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮本 博 門別 高柳 隆男 ４８４± ０２：００．３４ ２８８．０�

７１４� ワンモアスエルテ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅松井 一三氏 安田 隆行 新冠 長浜 秀昭 ４９２± ０２：００．４� ２．９�
８１５ ラガーヨーチャン 牡３栗 ５６ 黒岩 悠奥村 啓二氏 吉岡 八郎 静内 今 牧場 ４６６－ ４２：００．５� ６７８．８�
８１６ エーシンチャレンジ 牝３栗 ５４

５３ ☆鮫島 良太平井 宏承氏 西橋 豊治 浦河 高村牧場 ４６８＋ ２ 〃 アタマ １９２．１�
１２ マイホープシチー 牡３栗 ５６ 赤木高太郎 
友駿ホースクラブ 大根田裕之 浦河 上山牧場 ４７８－ ４２：００．６� １４．８�
６１２ ナ ミ ノ オ ト 牝３鹿 ５４ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 浦河 川越ファーム ４３２－１６２：０１．３４ １１９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，０８７，７００円 複勝： ２１，９３９，３００円 枠連： ２４，４８７，０００円

普通馬連： ７１，６２１，８００円 馬単： ７０，１４５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９８８，６００円

３連複： １０９，７２２，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３３７，９９２，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ３６０円 � ２２０円 � ５１０円 枠 連（２－２） ４，３１０円

普通馬連 �� ４，２２０円 馬 単 �� ９，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� １，８９０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� １７，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０８７７ 的中 � １３１４３（４番人気）
複勝票数 計 ２１９３９３ 的中 � １５３０３（４番人気）� ３１７６７（３番人気）� １００８０（７番人気）
枠連票数 計 ２４４８７０ 的中 （２－２） ４１９９（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７１６２１８ 的中 �� １２５３３（１６番人気）
馬単票数 計 ７０１４５２ 的中 �� ５３７４（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９８８６ 的中 �� ４３１１（１７番人気）�� ２８３５（２２番人気）�� ４２３９（１８番人気）
３連複票数 計１０９７２２６ 的中 ��� ４６７６（５９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１３．３―１３．０―１３．３―１３．４―１３．３―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３７．９―５０．９―１：０４．２―１：１７．６―１：３０．９―１：４３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F３９．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

�ファートゥム �
�
父 エアジハード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．１１ 京都６着

２００４．４．１１生 牡３栗 母 マルカデスティニー 母母 ラ ミ リ テ ア ５戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 タマモライズ号は，枠入り不良。発走時刻１分遅延。
〔調教再審査〕 タマモライズ号は，発走調教再審査。
〔３走成績による出走制限〕 エーシンチャレンジ号は，平成１９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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ダブルヒーロー号・タマモコマンダー号・ドングラシアス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０６００３ ２月２４日 晴 良 （１９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１０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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

１２ エ ノ ク 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９８± ０１：２６．０ １．９�

２３ � チアズグローリー 牡３栗 ５６ 四位 洋文北村キヨ子氏 白井 寿昭 米 WinStar
Farm, LLC ４７４＋ ４１：２６．７４ １８．３�

２４ ノースフォンテン 牡３芦 ５６ 池添 謙一北村実地子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ４７４± ０１：２７．３３� ３．７�
５９ シゲルケセネ 牡３栗 ５６ 河北 通森中 蕃氏 小野 幸治 静内 山田牧場 ４９２－１４１：２７．７２� ２３５．３�
８１５� コアレスハリケーン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４９４± ０１：２７．９１� １２．７�
６１１ ローケイダブリュ 牡３栗 ５６ 川田 将雅斉藤 敏博氏 崎山 博樹 浦河 尾野 一義 ４９８＋ ８１：２８．０� ５．１�
４８ � ダブルダンスシチー 牡３栗 ５６

５３ ▲北村 友一 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 米 Chad
Schumer ４６４－ ２１：２８．１� ７９．６


１１ リッカラプソティ 牝３鹿 ５４ 小牧 太立花 幸雄氏 中尾 秀正 浦河 中島 俊明 ４７０± ０１：２８．２クビ ４７．６�
８１６ エ ル ゴ ス ム 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース作田 誠二 千歳 社台ファーム ４６８－ ４ 〃 ハナ ４９．５�
５１０	 スリーリュージュ 牝３黒鹿５４ 菊地 昇吾永井商事	 橋本 寿正 静内 岡野牧場 ４９８－ ８１：２８．７３ ７８７．３
３６ 	 メイショウイチバン 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 ４７６－ ６１：２９．１２� ２０．９�
３５ ユウターディーン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦上山 利広氏 西橋 豊治 浦河 大道牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ １７０．４�
７１３	 トーナメントシチー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲田中 克典 	友駿ホースクラブ 田所 清広 浦河 アイオイファーム ４７８－１４１：２９．２� ２６９．６�
４７ 	 タイニーダンサー 牝３鹿 ５４ 川島 信二田口 廣氏 安藤 正敏 早来 田口 廣 ４０４－ ２１：２９．８３� ３２９．１�
６１２ オンワードカミーノ 牝３栗 ５４ 小林 徹弥	オンワード牧場 清水 出美 浦河 オンワード牧場 ４３２－ ２１：３０．９７ ４７９．７�
７１４ ブラックホルス 牡３黒鹿５６ 熊沢 重文 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム B５００± ０１：３１．３２� １８５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４７６，３００円 複勝： ３０，５２７，３００円 枠連： ２８，１５６，３００円

普通馬連： ９０，５９１，６００円 馬単： ９９，９１２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１８７，０００円

３連複： １２８，３３７，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４３１，１８８，６００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １３０円 枠 連（１－２） ２８０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １９０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６４７６３ 的中 � １１１７４９（１番人気）
複勝票数 計 ３０５２７３ 的中 � １０８２０１（１番人気）� １９９０１（５番人気）� ６２９１４（２番人気）
枠連票数 計 ２８１５６３ 的中 （１－２） ７５９８２（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０５９１６ 的中 �� ４３２２５（６番人気）
馬単票数 計 ９９９１２７ 的中 �� ４２５４９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１８７０ 的中 �� １２４７３（５番人気）�� ４６０１６（１番人気）�� １００８１（７番人気）
３連複票数 計１２８３３７４ 的中 ��� ９０７２８（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．０―３６．３―４８．７―１：０１．１―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ノ ク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００７．２．１１ 京都３着

２００４．４．１６生 牡３栗 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックホルス号は，平成１９年３月２４日まで平地競走に出走できない。



０６００４ ２月２４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９阪神１）第１日 第４競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１８．２．２５以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� 基準タイム３：２７．１良・良

６９ � パレスチャンピオン 牡８栗 ６２
５９ ▲水出 大介西村 豊氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４８６± ０３：２９．８ １７．９�

３４ ラブアフェアー 牡５黒鹿６０ 西谷 誠�協栄 瀬戸口 勉 門別 日高大洋牧場 ４８８＋ ４３：３０．１２ ３．５�
５８ イナズマゼウス 牡５鹿 ６１ 金折 知則�みどり住宅 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６０＋ ８３：３０．２クビ ７．２�
３３ � ベストグランチャ �５青鹿６１ 穂苅 寿彦�鳥海商事 藤原 辰雄 門別 坂田牧場 ４６８－ ４３：３０．９４ ３．６�
７１２ スリーブラボー 牡８鹿 ６０ 小坂 忠士永井商事� 武 宏平 静内 大典牧場 ４５６± ０３：３１．３２� ３３．７�
２２ � ビジネスサイクル �８栗 ６１ 熊沢 重文島田 久氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４１４－ ６３：３１．４� ４８．９	
８１３ オトコノユウジョウ 牡９鹿 ６０ 浜野谷憲尚�ターフ・スポート武藤 善則 浦河 大北牧場 ５０６± ０３：３２．３５ １０．８

４６ ニシノジュエリー 牝６鹿 ５８ 岩崎 祐己西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４７２± ０３：３２．６２ ４１．８�
５７ �� マイネルアントス 牡４芦

５９
５７ ▲高野 和馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ヤマタケ牧場 ５３４－ ２３：３３．５５ ３２．３�
８１４� テンザンダンディー 牡６栃栗６０ 出津 孝一平野 三郎氏 岩元 市三 早来 ノーザンファーム ５１６－ ２３：３３．９２� ９３．５
７１１ ゴージャスディナー 牡６鹿 ６０ 仲田 雅興臼田 浩義氏 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４３：３４．７５ ５４．４�
１１ � ユウターアクセス 牡４鹿 ５９ 小林慎一郎上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４６０－２０３：５３．９大差 ８３．８�
６１０� ノボリハウツー 牡６栗 ６３

６０ ▲船曳 文士原田 豊氏 瀬戸口 勉 門別 日高大洋牧場 ５０８＋ ６ （競走中止） ４．１�
４５ サフランブリザード 牡８黒鹿６０ 石山 繁海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 ４８０－ ６ （競走中止） １２２．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２３６，８００円 複勝： １７，１６２，６００円 枠連： ２７，１３７，３００円

普通馬連： ６３，９２３，８００円 馬単： ５９，７４３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７００，８００円

３連複： １０８，２０５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３１２，１１０，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，７９０円 複 勝 � ４００円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（３－６） ３６０円

普通馬連 �� ３，４４０円 馬 単 �� ８，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� １，３５０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ７，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７２３６８ 的中 � ７６１９（６番人気）
複勝票数 計 １７１６２６ 的中 � ９５３７（６番人気）� ２５３０１（２番人気）� ２２９３５（４番人気）
枠連票数 計 ２７１３７３ 的中 （３－６） ５６１７７（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３９２３８ 的中 �� １３７４１（１３番人気）
馬単票数 計 ５９７４３３ 的中 �� ５２３３（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７００８ 的中 �� ３７３７（１３番人気）�� ３３６５（１５番人気）�� ６２４５（８番人気）
３連複票数 計１０８２０５６ 的中 ��� １１１１４（２２番人気）

上り １マイル １：４８．６ ４F ５４．９－３F ４１．６
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�

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

�
�

・（１３，９）－１２－（２，１０）－８，４，６，１１，１４，３＝７＝１・（９，１２）１３，２－４（８，３）＝６＝１４（１１，７）＝１
勝馬の
紹 介

�パレスチャンピオン �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００２．１．１３ 東京２着

１９９９．２．１２生 牡８栗 母 マイルドアイズ 母母 ハイエストビッド 障害：２１戦４勝 賞金 ７６，７００，０００円
〔競走中止〕 サフランブリザード号は，１周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ノボリハウツー号は，２周目４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ラブアフェアー号の騎手西谷誠は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 キタサンブシドウ号・ダイタクアルビン号・ユウゼータ号・ランドブラザー号・ローレルスパーク号
（非抽選馬） ２頭 サテライトエース号・トウショウトリック号



０６００５ ２月２４日 晴 良 （１９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３０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

８１５� ジークムント 牡３栗 ５６ 安藤 勝己吉田 勝己氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６８ ―１：２２．２ ２．５�

４８ � シャトヤンシー 牝３黒鹿５４ 武 豊 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：２２．９４ ５．９�
７１４� マルカフェニックス 牡３栗 ５６ 福永 祐一河長産業� 瀬戸口 勉 浦河 日の出牧場 ５０２ ―１：２３．０クビ ２．７�
２３ � アドマイヤリバティ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ近藤 利一氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：２３．３１� １２．６�

（伊）

７１３ スロクスザンナ 牝３芦 ５４ 小林慎一郎�スロク 矢作 芳人 門別 サンシャイン
牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ４１９．８�

１２ � スマートストーム 牝３栗 ５４
５３ ☆鮫島 良太大川 徹氏 宮 徹 静内 岡田スタツド ４７０ ― 〃 ハナ １６．３	

３６ シュトラーレン 牝３鹿 ５４ 石橋 守 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坪 憲章 静内 服部 牧場 ４５６ ― 〃 アタマ ３１１．２


３５ � クレバーデューク 牡３鹿 ５６ 小牧 太田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４６ ―１：２３．５１	 ２９．８�
１１ � ターニングスワロー 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 太宰 義人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４ ― 〃 ハナ ２４．１
４７ �� ジャルダンデフルー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 藤岡 健一 浦河 川越ファーム ４５４ ―１：２３．６	 ２３．２�
６１１
 ノーブルストーン 牝３栗 ５２ 四位 洋文後藤 繁樹氏 大久保龍志 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４３８ ―１：２３．９２ １５９．２�
５１０� リッカブレーブ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海立花 幸雄氏 鶴留 明雄 厚真 阿部 栄乃進 ４５６ ―１：２４．１１ １５９．８�
２４ アドマイヤチャチャ 牝３栗 ５４ 池添 謙一近藤 利一氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８ ― 〃 ハナ １６５．４�
（アドマイヤフラップ）

８１６� ステイトリーデイズ 牝３栗 ５４ A．スボリッチ �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：２４．３１� ５１．２�
（独）

５９ ケイエスユリ 牝３栗 ５４ 幸 英明キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４８０ ―１：２４．６２ １０６．３�
６１２ ゴールドブリッジ 牝３栗 ５４ 角田 晃一吉岡 泰治氏 松永 昌博 門別 浜本牧場 ４３４ ―１：２５．１３ ４３４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４５５，３００円 複勝： ２７，０７０，３００円 枠連： ２８，４０２，０００円

普通馬連： ７９，３６８，３００円 馬単： ８４，６７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３６０，６００円

３連複： １１１，５７６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３８３，９０５，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（４－８） ５９０円

普通馬連 �� ８２０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ２００円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９４５５３ 的中 � ９３３５１（１番人気）
複勝票数 計 ２７０７０３ 的中 � ７６８１５（１番人気）� ３３１５９（３番人気）� ５８１３０（２番人気）
枠連票数 計 ２８４０２０ 的中 （４－８） ３５８８１（３番人気）
普通馬連票数 計 ７９３６８３ 的中 �� ７２１２０（２番人気）
馬単票数 計 ８４６７２６ 的中 �� ４７２９２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３６０６ 的中 �� １６００５（２番人気）�� ３４９２０（１番人気）�� １３０４３（３番人気）
３連複票数 計１１１５７６３ 的中 ��� ９３７２１（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．８―１１．５―１１．７―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．３―４６．８―５８．５―１：１０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．４
３ ・（５，９，１０）－（６，１４）（３，１３，１５）８，７（２，１６，１１）１，４－１２ ４ ５（９，１０）１４（６，１５）－８（３，１３，７，１１）１６（２，１）－４－１２

勝馬の
紹 介

�ジークムント �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ドクターデヴィアス 初出走

２００４．４．６生 牡３栗 母 ヴィクトリーバンク 母母 ライトバンク １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アストラピンク号・テンニョ号・トップモンジュー号・ファストパス号
※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。



０６００６ ２月２４日 曇 良 （１９阪神１）第１日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：２１．９
１：２１．９

重

重

８１４� チョウノヨウニマイ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海菅原 太陽氏 手塚 貴久 米 ClassicStar ４９０－ ８１：２６．６ １７．４�

３４ � アグネスポライト 牡３鹿 ５６ A．スボリッチ 渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Paul H. Busby &
Cynthia Busby ５００＋ ４ 〃 クビ １４．５�

（独）

５９ ワンダーポデリオ 牡３鹿 ５６ 石橋 守山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４５４－ ４１：２６．８１ ７．５�
７１３ ベンティスカ 牡３芦 ５６ 幸 英明 �キャロットファーム 松元 省一 三石 鳥井牧場 ４４８－ ６ 〃 ハナ ５．３�
６１１� マルブツアトム 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己大澤 毅氏 加用 正 門別 正和山本牧場 ４９６－ ６１：２６．９� ２．８�
２３ ワンダーフェーム 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦山本 信行氏 湯浅 三郎 浦河 林 孝輝 ５０８＋１４１：２７．０クビ ３１．４�
６１０	� シンデレラマン 牡３黒鹿５６ M．デムーロ �エクセルマネジメント坂口 正則 静内 桜井牧場 ４８４－ ２１：２７．１� １７．９	

（伊）

３５ 	
 タッチブレイブ 牡３芦 ５６ 和田 竜二�ビッグ 南井 克巳 門別 門別 正 ４６４－ ２１：２７．４２ ２４０．３

２２ マルノパイオニア 牝３芦 ５４ 小牧 太西野 定榮氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４２４－ ４１：２７．６１� ９１．３�
８１５	� アドマイヤプルート 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４５２－ ２１：２７．７クビ ９．５�
１１ �� ラ ヴ ィ サ ン 牡３鹿 ５６ 川原 正一藤田 孟司氏 曽和 直栄 静内 岡田牧場 ４５６－ ６ 〃 アタマ ３０９．６

（兵庫） （兵庫）

５８ アーバンストリート 牡３芦 ５６ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４４０－ ２１：２７．８クビ ２１３．２�
４６ � ヒットエンドラン 牡３鹿 ５６ 大山 真吾小林 久義氏 斉藤 裕 平取 船越 伸也 ５００－１４１：２８．１１� ２９３．４�

（兵庫） （兵庫）

４７ ブルーホリゾン 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：２８．８４ ４．３�

（仏）

７１２	 テイエムノゾミ 牝３黒鹿５４ 菊地 昇吾竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ３９２－ ７１：２９．４３ ７６９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，６４０，６００円 複勝： ３３，６２４，５００円 枠連： ２７，０７６，５００円

普通馬連： １０４，２０６，９００円 馬単： ８８，５６０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８１０，１００円

３連複： １３７，０８８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４５２，００７，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，７４０円 複 勝 � ４４０円 � ３２０円 � ２４０円 枠 連（３－８） ２，５００円

普通馬連 �� ６，２７０円 馬 単 �� １２，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� １，９１０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� １７，３００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０６４０６ 的中 � １３９１２（７番人気）
複勝票数 計 ３３６２４５ 的中 � １８４４３（７番人気）� ２７５５０（６番人気）� ４０４９９（４番人気）
枠連票数 計 ２７０７６５ 的中 （３－８） ８０２２（１２番人気）
普通馬連票数 計１０４２０６９ 的中 �� １２２７６（２９番人気）
馬単票数 計 ８８５６０９ 的中 �� ５１０４（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８１０１ 的中 �� ４１１２（２８番人気）�� ３９４４（２９番人気）�� ６８９１（１３番人気）
３連複票数 計１３７０８８２ 的中 ��� ５８５１（６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．５―１：００．１―１：１２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．４―３F３９．１
３ ・（３，１０）４，７（５，８，１５）（９，１４）１３，１１，２，６－１，１２ ４ ・（３，１０）４（５，１５）（９，７，１４）（８，１３）－１１，２，６（１，１２）

勝馬の
紹 介

�チョウノヨウニマイ �
�
父 Broad Brush �

�
母父 Prospector’s Halo デビュー ２００７．１．２７ 東京１着

２００４．２．３生 牝３鹿 母 Gold Princess 母母 Needles Lady ２戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔制裁〕 チョウノヨウニマイ号の騎手松岡正海は，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５０，０００円。

アグネスポライト号の騎手A．スボリッチは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０６００７ ２月２４日 曇 良 （１９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３０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

８１５ ホーマンクラフト 牡４鹿 ５６ 川田 将雅久保 久人氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４２６－ ２１：５４．４ ４．１�

２３ � グッドフロマージュ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ４９４－ ４１：５４．６１� ５４．９�
３６ � ユーガットテースト 牡４黒鹿５６ 福永 祐一臼田 浩義氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４８０＋ ８１：５４．８１� ２．４�
７１４ チェリーロビン 牡４栗 ５６ 高橋 亮チエリー商事� 高橋 隆 門別 戸川牧場 ４７０± ０ 〃 クビ １２．２�
３５ �� コスモアブソルート 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲上野 翔 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ５０２＋ ６１：５５．０１� ２．９�
４８ �� ツルマルローレル 牡５鹿 ５７ 松田 大作鶴田 任男氏 古川 平 浦河 	桁牧場 ４９６＋ ２１：５５．１� ２０．２

６１１ ヤマニンプレアデス 牡４鹿 ５６ O．ペリエ 土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ５０８＋ ２ 〃 ハナ ３６．２�

（仏）

１１ � シゲルカイコシ 牡４鹿 ５６ 赤木高太郎森中 蕃氏 大根田裕之 青森 野々宮牧場 ４７６＋１０１：５６．１６ ４４０．１�
６１２	 タガノマイラバー 牡６栗 ５７ 角田 晃一八木 秀之氏 橋本 寿正 浦河 ヤマダフアーム ４７８－ ６１：５６．２
 １４２．６
８１６�	 ハギノグランハート 牡４栗 ５６

５５ ☆鮫島 良太日隈 良江氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４５４± ０１：５６．４
 １４２．０�
４７ � ファイアーワークス �４鹿 ５６ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 宮本 博 静内 橋本牧場 ５１８＋ ４１：５６．５
 １１３．７�
５１０ ファイブアロー 牡４鹿 ５６ 南井 大志松元 保氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム B４７０－ ４１：５６．６� １５５．９�
２４ コウエイノホシ 牡４栗 ５６

５３ ▲田中 克典伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４９０＋１２１：５６．７クビ ６３．７�
７１３ ソリッドシチー 牡５黒鹿５７ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 田所 清広 門別 下河辺牧場 ４９８＋１２１：５７．１２� ５５．１�
５９ �� エアスービック 牡４鹿 ５６ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８１：５７．８４ ８０．６�
１２ � ビートバリュー 牡４栗 ５６ 四位 洋文 �ノースヒルズマネ

ジメント 岡田 稲男 静内 野坂牧場 ５０６＋ ４１：５９．３９ ２３６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，６６５，２００円 複勝： ３４，３５９，０００円 枠連： ３６，３４２，０００円

普通馬連： １１７，０８１，７００円 馬単： １０４，２４７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７０４，７００円

３連複： １６２，０８１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５１８，４８２，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ６９０円 � １６０円 枠 連（２－８） ４，５００円

普通馬連 �� ８，１８０円 馬 単 �� １２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５４０円 �� ４００円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� ９，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１６６５２ 的中 � ６１０８６（３番人気）
複勝票数 計 ３４３５９０ 的中 � ５４５９７（３番人気）� ９４３５（７番人気）� ６９３８７（２番人気）
枠連票数 計 ３６３４２０ 的中 （２－８） ５９６５（１２番人気）
普通馬連票数 計１１７０８１７ 的中 �� １０５７６（２０番人気）
馬単票数 計１０４２４７９ 的中 �� ５９９３（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７０４７ 的中 �� ２９７３（２３番人気）�� ２２９８２（３番人気）�� ４１７７（１７番人気）
３連複票数 計１６２０８１６ 的中 ��� １２７６５（２５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１３．４―１２．９―１３．５―１３．１―１２．４―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３７．４―５０．３―１：０３．８―１：１６．９―１：２９．３―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．５
１
３
１５（３，１１）１４，６（５，９）１（８，１３）（１０，１６）４（２，１２）－７
１５，１１（３，１４）（６，９）５（１，８，１３）（１０，１６）４，７，１２－２

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

勝馬の
紹 介

ホーマンクラフト �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Nureyev デビュー ２００５．１０．１６ 京都５着

２００３．４．１３生 牡４鹿 母 カラズアリア 母母 Teacher’s Joy １１戦１勝 賞金 ２０，７００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走状況〕 ファイアーワークス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ファイアーワークス号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ベルフリー号
（非抽選馬） １頭 マルカケセラセラ号
※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。



０６００８ ２月２４日 曇 良 （１９阪神１）第１日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

１２ � マヤノダズラー 牡５青鹿５７ M．デムーロ田所 英子氏 坂口 正則 浦河 大西牧場 ５１２＋１６１：１２．５ ５．６�
（伊）

４７ � イリューシブネス 牡４栗 ５７ 幸 英明加藤 守氏 武田 博 米 Steve C. Snowden
& Dan Considine ４５４＋１４１：１２．７１	 １６．７�

１１ 
 クィーンマルトク 牝５青 ５５ 小林 徹弥高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４６０± ０１：１３．１２	 ２４．４�
５９ ユウタージパング 牡４栗 ５７ 武 豊上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ５０４－ ８１：１３．２	 ３．２�
５１０� ヤマニンファビュル 牝４栗 ５５ 長谷川浩大土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４９８－１２ 〃 アタマ ２０．７�
３６ ビバロングライフ 牝４鹿 ５５ 河北 通池住 安信氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４４０＋ ８１：１３．５２ ４８．６�
６１１ ロードフォーミュラ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 平取 稲原牧場 ５１４± ０１：１３．８１� ８．７	
４８ タニノバロン 牡４芦 ５７

５６ ☆鮫島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ５３６＋ ２１：１４．０１� ４．５

６１２� マジックミラージュ 牝５芦 ５５ 武 幸四郎青山 洋一氏 大久保龍志 愛 Jayeff B

Stables ４７２＋ ６１：１４．１クビ ８４．２�
７１３ トレノラピド 牡５鹿 ５７ 松岡 正海田畑 法賢氏 崎山 博樹 静内 出羽牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ ３０．５�
２４ � フォレストジャガー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲上野 翔加藤 守氏 木原 一良 米 Mr. & Mrs. R.
David Randal ４８６± ０１：１４．４１� １０．８

３５ � アロットオブラブ 牝４鹿 ５５ 川田 将雅飯田 正剛氏 角居 勝彦 米 Dr. Masa-
take Iida ４３４－ ８１：１４．６１ ２９．４�

８１５ メモリーセレソン 牡５芦 ５７ 川原 正一�シンザンクラブ 福永 甲 門別 藤本 直弘 ４５０－ ６１：１４．７� ５１．４�
（兵庫）

７１４� リブレメンテ 牝５栗 ５５ O．ペリエ 青木 基秀氏 鈴木 伸尋 米 Green Hill Stud
International ４９６－１４１：１４．９１� ６８．７�

（仏）

２３ � エステームシチー 牡４鹿 ５７ 四位 洋文 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 英 Dragon’s
Stud ４７０－ ２１：１５．０	 ２０．３�

８１６� サフランキセキ 牝４鹿 ５５ 渡辺 薫彦海原 聖一氏 浜田 光正 平取 高橋 啓 ４３２＋ ２１：１５．９５ ３８９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，５３５，８００円 複勝： ３９，９８６，３００円 枠連： ３７，７９１，６００円

普通馬連： １４０，１８９，７００円 馬単： １０４，６４４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，１６６，３００円

３連複： ２００，３２７，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５８９，６４１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２３０円 � ４００円 � ５９０円 枠 連（１－４） ８００円

普通馬連 �� ３，４３０円 馬 単 �� ６，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４５０円 �� ２，０２０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� １７，８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９５３５８ 的中 � ４２３０１（３番人気）
複勝票数 計 ３９９８６３ 的中 � ５３５９９（４番人気）� ２５２１９（６番人気）� １６０５５（９番人気）
枠連票数 計 ３７７９１６ 的中 （１－４） ３５２１６（２番人気）
普通馬連票数 計１４０１８９７ 的中 �� ３０１８３（１２番人気）
馬単票数 計１０４６４４１ 的中 �� １２８８８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７１６６３ 的中 �� ６４１３（１７番人気）�� ４５１９（２７番人気）�� ３７２１（３４番人気）
３連複票数 計２００３２７６ 的中 ��� ８２８６（５９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．０―１１．６―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２４．０―３６．０―４７．６―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マヤノダズラー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００５．４．３ 阪神１着

２００２．５．１０生 牡５青鹿 母 マヤノカプリース 母母 シヤダイビシヨツプ ７戦２勝 賞金 １５，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ミラキュラス号
（非抽選馬）１１頭 グランプリシリウス号・シゲルユウボウカブ号・スズカボス号・テイエムカイブツ号・ティラノサウルス号・

トップアクトレス号・ノーブルハーモニー号・フィールドジュエル号・マッキータイガー号・ワンダークラフティ号・
ワンダープロ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０６００９ ２月２４日 曇 良 （１９阪神１）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

せ ん り や ま

千 里 山 特 別
発走１４時３５分 （芝・右・外）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．２．２５以降１９．２．１８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４６．９
１：４４．１

良

良

２４ マルブツシルヴァー 牡５芦 ５６ M．デムーロ大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５１６－１２１：４７．０ ２．９�
（伊）

１２ イントゥザグルーヴ 牝６鹿 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 伊藤 雄二 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２１：４７．１� ２．２�
７１３�� ダンスアジョイ 牡６黒鹿５４ 角田 晃一加藤 泰章氏 山本 正司 門別 白瀬 明 ５２６± ０１：４７．２クビ １９．０�
３６ シルクダッシュ 牡６鹿 ５５ 松岡 正海有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９０－ ４１：４７．３	 ３６．１�
５９ 
 セイウンビバーチェ 牡５鹿 ５４ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Sez Who Thor-

oughbreds ５０２－ ２１：４７．５１� ６．８�
６１２ スリースピニング �６鹿 ５５ 本田 優永井商事� 西浦 勝一 浦河 辻 牧場 ４４０－ ８１：４７．６クビ ６１．５	
６１１ トウカイポピー 牝６栗 ５２ 赤木高太郎内村 正則氏 松元 省一 平取 稲原 敬三 ４６６± ０１：４７．７� １６０．１

７１４
 ブルーレパード 牡４栗 ５２ 鮫島 良太青木 基秀氏 湯浅 三郎 米 Green Hill Stud

International ４８０＋ ２ 〃 アタマ ４４．２�
８１６ マイネルハイアップ 牡４黒鹿５４ A．スボリッチ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 堀 宣行 新冠 中村農場 ４８６＋１６１：４８．１２	 ４８．５�

（独）

４８ タガノアルサルディ 牡４栗 ５３ 田嶋 翔八木 良司氏 小島 貞博 新冠 ヒカル牧場 ４８８＋ ２１：４８．２クビ １３０．２
８１５� ズームトウショウ 牝４鹿 ５１ 北村 友一トウショウ産業� 坪 憲章 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ ９７．５�
２３ テイエムヒットベ 牡５鹿 ５４ 川原 正一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 ５０８－ ６１：４８．３クビ ３２．９�

（兵庫）

３５ エイシンイイデサン 牡７黒鹿５６ 池添 謙一平井 豊光氏 中尾 秀正 米 Belvedere
Farm Inc. ５１４＋ ６１：４８．４	 １３．４�

４７  ツルマルホマレ 牡６黒鹿５３ 小牧 太鶴田 任男氏 橋口弘次郎 門別 シンコーファーム ４４８＋１２ 〃 クビ ３０７．７�
５１０ ファンドリコンドル 牡４鹿 ５２ 小林 徹弥水戸 富雄氏 高橋 成忠 静内 千代田牧場 ４５０－ ２１：４８．９３ ３０９．３�
１１ エリモファイナル 牝５黒鹿５４ 藤岡 佑介山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４６６＋ ６１：４９．２２ ２９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，３２５，０００円 複勝： ４１，５７０，２００円 枠連： ３９，０９７，８００円

普通馬連： １６１，３７５，４００円 馬単： １２５，７４１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，０２３，０００円

３連複： １６０，３２０，０００円 ３連単： ４２７，１２１，０００円 計： １，０３４，５７３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ３３０円 枠 連（１－２） ３２０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，０００円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� １０，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３７３２５０ 的中 � １０１７９７（２番人気）
複勝票数 計 ４１５７０２ 的中 � ８０３０９（２番人気）� １４７３７０（１番人気）� １９１５９（５番人気）
枠連票数 計 ３９０９７８ 的中 （１－２） ９１１７１（１番人気）
普通馬連票数 計１６１３７５４ 的中 �� ３３６４５９（１番人気）
馬単票数 計１２５７４１１ 的中 �� １０７９４０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２０２３０ 的中 �� ７３５１１（１番人気）�� ８６５６（１３番人気）�� １３１８２（７番人気）
３連複票数 計１６０３２００ 的中 ��� ４９４１５（５番人気）
３連単票数 計４２７１２１０ 的中 ��� ２９９４６（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３５．８―４７．６―１：００．１―１：１２．２―１：２４．０―１：３４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツシルヴァー �
�
父 Silver Charm �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．２．１２ 京都１着

２００２．４．２０生 牡５芦 母 ノーヴェルインカウンター 母母 Hot Novel ２３戦４勝 賞金 ７０，０８８，０００円
※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） ５頭 クインフューチャー号・クラウニングワーク号・スリーハイシャトル号・ドルチェリモーネ号・ヤナギムシ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０６０１０ ２月２４日 曇 良 （１９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１０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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � 基準タイム

中央レコード

２：２６．４
２：２２．１

良

良

３３ � ダークメッセージ 牡４栃栗５６ O．ペリエ �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４７４－１２２：２６．１レコード ２．２�
（仏）

３４ マーブルバルダー 牡７芦 ５７ 熊沢 重文下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４６８－ ８２：２６．６３ １１２．８�
４６ � ファイトクラブ 牡７鹿 ５７ 武 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B４９４－１６ 〃 クビ ７．５�
８１３� マキハタサイボーグ 	５鹿 ５７ 武 幸四郎�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５００± ０２：２６．７クビ ６．１�
５７ � トウカイラブ 牝７鹿 ５５ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 ４９６＋ ２２：２６．８
 １３．６�
２２ ウォーライクトニー 牡７栗 ５７ 勝浦 正樹 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８４－ ６２：２７．０１� ４４．６�
６９ エ ア サ バ ス 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己 	ラッキーフィールド伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ５２６＋ ６２：２７．３１
 ６．６

７１２ ジ ュ レ ッ プ 牡６鹿 ５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４７４－ ８２：２７．５１� ５３．５�
４５ ワンダースピード 牡５黒鹿５７ 赤木高太郎山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 フクダファーム ４７４－ ２ 〃 アタマ １２２．０�
６１０ エイシンニーザン 牡５栗 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９０＋ ６２：２７．６クビ ７．４
８１４ ハイフレンドトライ 牡７栗 ５７ 小牧 太内藤 好江氏 根本 康広 新冠 新冠橋本牧場 ４８２－ ４２：２７．７� ８６．０�
５８ � マイネルバシリコス 牡４鹿 ５６ A．スボリッチ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 加用 正 三石 ダイイチ牧場 ４９６＋１０２：２８．４４ ７２．５�

（独）

１１ �� コスモテナシャス 牡６鹿 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４５８－ ８２：２８．５クビ ２７．２�
７１１�� バトルブレーヴ 牡５芦 ５７ 太宰 啓介宮川 秋信氏 太宰 義人 静内 西村 和夫 ５３０＋ ２２：２９．２４ ３１．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４１，４３６，８００円 複勝： ６５，６８３，３００円 枠連： ４５，８１８，０００円

普通馬連： ２３２，９８５，６００円 馬単： １５０，６６７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，７５５，７００円

３連複： ２２５，９１４，６００円 ３連単： ５４９，８７７，９００円 計： １，３６９，１３９，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � １，１４０円 � ２３０円 枠 連（３－３） １３，０２０円

普通馬連 �� １２，７４０円 馬 単 �� １７，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８２０円 �� ３９０円 �� ５，３１０円

３ 連 複 ��� ２３，８１０円 ３ 連 単 ��� １６９，８７０円

票 数

単勝票数 計 ４１４３６８ 的中 � １４９０５９（１番人気）
複勝票数 計 ６５６８３３ 的中 � １８３１８６（１番人気）� １０１９５（１１番人気）� ６９９９２（４番人気）
枠連票数 計 ４５８１８０ 的中 （３－３） ２５９９（２６番人気）
普通馬連票数 計２３２９８５６ 的中 �� １３５０５（３１番人気）
馬単票数 計１５０６６７４ 的中 �� ６４３５（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６７５５７ 的中 �� ４６６９（２９番人気）�� ４０９７３（２番人気）�� ２４４５（５０番人気）
３連複票数 計２２５９１４６ 的中 ��� ７００５（６６番人気）
３連単票数 計５４９８７７９ 的中 ��� ２３８９（３８９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．４―１２．７―１２．４―１２．４―１２．５―１２．２―１２．１―１１．８―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．９―３６．３―４９．０―１：０１．４―１：１３．８―１：２６．３―１：３８．５―１：５０．６―２：０２．４―２：１３．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ダークメッセージ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１０．２３ 京都１着

２００３．２．１４生 牡４栃栗 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ １６戦４勝 賞金 ８２，２０５，０００円
※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２４日 曇 良 （１９阪神１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第１６回アーリントンカップ（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・右・外）
３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金２，０００万円以上
の馬１�増

アーリントンパーク競馬場賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード

１：３３．７
１：３１．５

良

良

１２ � トーセンキャプテン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２－ ６１：３３．９ ２．９�

７１４� ローレルゲレイロ 牡３青鹿５７ 本田 優 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ２．４�
５９ マイネルレーニア 牡３栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５０２－ ６１：３４．６４ ６．８�
１１ �� スズカライアン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二永井 啓弍氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 ４８６± ０ 〃 ハナ ２７０．８�
３６ �� コンティネント 牡３鹿 ５６ 武 豊近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１２－ ６ 〃 ハナ ８．７�
４８ �� ディープスピリット 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４３８－ ６１：３４．７	 ３６．８	

（仏）

２４ 
 アロマンシェス 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹伊達 秀和氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ２２．６


６１２� トーホウラムセス 牡３黒鹿５６ 小牧 太東豊物産� 石坂 正 浦河 駿河牧場 ５５４－１２１：３４．８� １７．６�
３５ �� アドマイヤヘッド 牡３芦 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４５０－ ８１：３４．９クビ ２０．６�
４７ ショウナンアクト 牝３鹿 ５４ 川田 将雅国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４７０－ ６１：３５．０	 ２３２．９
８１６� エーシンビーエル 牡３鹿 ５６ 幸 英明平井 宏承氏 湯窪 幸雄 米 Winches-

ter Farm ５２６＋ ４１：３５．１� ５６．１�
６１１� カロンセギュール 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-

mas/Lakin/Kintz） ４３４＋ ２１：３５．２クビ ８４．２�
７１３ マルカラボンバ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４５６－ ４１：３５．３	 ３２１．９�
５１０�� ビュティフルローズ 牝３栗 ５４ 鮫島 良太谷水 雄三氏 岡田 稲男 新冠 村上牧場 ４５０－１２１：３５．４� ５２６．６�
２３ エーシンエスヴィー 牡３芦 ５６ 福永 祐一平井 宏承氏 瀬戸口 勉 浦河 栄進牧場 ４９２＋ ２１：３５．７２ １１３．０�
８１５ ワンダースティーヴ 牡３黒鹿５６ M．デムーロ山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 米田牧場 ４９８－ ４１：３５．９１ ８５．５�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０３，９７７，１００円 複勝： １４２，３０５，６００円 枠連： １００，０２１，２００円

普通馬連： ６３１，０１３，３００円 馬単： ４４４，６７７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５１，３８９，２００円

３連複： ６０６，２７０，１００円 ３連単： １，５３４，９６０，９００円 計： ３，７１４，６１５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－７） ３７０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４１０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ２，８００円

票 数

単勝票数 計１０３９７７１ 的中 � ２８４１５３（２番人気）
複勝票数 計１４２３０５６ 的中 � ３２１８７４（２番人気）� ４９０８５５（１番人気）� １５１６７７（３番人気）
枠連票数 計１０００２１２ 的中 （１－７） ２０１９５９（１番人気）
普通馬連票数 計６３１０１３３ 的中 �� １２６４５７９（１番人気）
馬単票数 計４４４６７７７ 的中 �� ４４１０９２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５１３８９２ 的中 �� ２８３６６２（１番人気）�� ７４６４９（５番人気）�� １５４０３１（２番人気）
３連複票数 計６０６２７０１ 的中 ��� ６５７１８６（１番人気）
３連単票数 計１５３４９６０９ 的中 ��� ４０４９５２（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．５―４７．０―５８．９―１：１０．２―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０
３ ・（９，１２）１５（２，１０，１４）（３，７，１６）１，８，６，４－１１（５，１３） ４ ９，１２（２，１０，１４，１５）（３，７，１６）（１，８）（６，４）－（１１，１３）５

勝馬の
紹 介

�トーセンキャプテン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１．１３ 京都１着

２００４．４．５生 牡３鹿 母 サンデーピクニック 母母 ア ト ー ル ３戦３勝 賞金 ５７，９５２，０００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） ２頭 キングオブロマネ号・ベッラレイア号
※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。



０６０１２ ２月２４日 曇 良 （１９阪神１）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，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

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

３６ � ノーザンキッズ 牡７栗 ５７ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 米 John C. Izon ４９２＋ ６１：１１．７ １．７�

８１６� ネ オ ナ ー ト 牡５鹿 ５７ M．デムーロ藤田 孟司氏 中竹 和也 米
Rio Claro Thorough-
breds, R. D. Hubbard
& C. Sczesny

４８８－ ４１：１２．０２ １７．０�
（伊）

１２ レキシントンシチー 牡４鹿 ５７ O．ペリエ �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４８６－ ２１：１２．１� ７．８�
（仏）

４８ 	 タイセイアトム 牡４鹿 ５７ 川島 信二田中 成奉氏 安藤 正敏 三石 嶋田牧場 ５１８－ ２１：１２．３１� １５．２�
５１０ ゴービハインド 牡４鹿 ５７ 幸 英明 �ノースヒルズマネ

ジメント 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４６＋ ２１：１２．７２� ８．２�
６１１� ウォーターバロン 牡６黒鹿５７ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 米 Kotaro

Tanaka ５０４－ ６ 〃 ハナ １１．５	
１１ ロードウィズダム 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �ロードホースクラブ 加藤 征弘 森 笹川大晃牧場 ４８８＋ ４ 〃 アタマ １１３．９

３５ 
 トーセンラヴ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲北村 友一島川 �哉氏 斎藤 宏 三石 仲野牧場 ４６６＋ ６１：１２．９１� ３９．４�
７１３	 コアレスパレード 牡８青鹿５７ 大山 真吾小林 昌志氏 梅田 康雄 三石 沖田 博志 ４８６± ０１：１３．０クビ １７６．６

（兵庫）

２３ 	 コペルニクス 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹伊達 秀和氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン
牧場 ４６６－１２１：１３．２１ ２６．３�

５９ 	 マーベラスパレード 牡４栗 ５７
５４ ▲上野 翔笹原 貞生氏 柴田 政見 新冠 ヤマオカ牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ２９．４�

４７ 
 サンレイラピッヅ 牡７鹿 ５７ 武 英智永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 谷川牧場 ５２２＋ ８１：１３．３クビ ４３６．２�
２４ 	 ナムラオシリス 牡４鹿 ５７ 渡辺 薫彦奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 成隆牧場 ４６０＋ ２１：１４．０４ ５０．６�
６１２	
 クリノゴールド 牡４栗 ５７ 本田 優栗本 守氏 田所 秀孝 平取 広川牧場 ４６２＋ ９１：１４．６３� ４６．２�
８１５	 マルカシリウス 牡４鹿 ５７ 川原 正一河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：１４．７� ４６．２�

（兵庫）

７１４� レジーナガール 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠平井 豊光氏 大久保龍志 米 J. L. Ver-
enzuela ４７２－ ６１：１４．９１� ４１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，０３５，６００円 複勝： ６１，２２４，７００円 枠連： ６０，７２７，４００円

普通馬連： ２４４，１３３，２００円 馬単： １８６，４３４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，５４３，２００円

３連複： ２４３，２３４，６００円 ３連単： ５９７，５４１，１００円 計： １，５０８，８７４，６００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３３０円 � ２５０円 枠 連（３－８） ８８０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ３６０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ３，２２０円 ３ 連 単 ��� １１，１７０円

票 数

単勝票数 計 ４９０３５６ 的中 � ２３２９７１（１番人気）
複勝票数 計 ６１２２４７ 的中 � ２５８４９６（１番人気）� ３１４２２（６番人気）� ４５９５３（４番人気）
枠連票数 計 ６０７２７４ 的中 （３－８） ５１０３０（５番人気）
普通馬連票数 計２４４１３３２ 的中 �� １６５８６５（５番人気）
馬単票数 計１８６４３４８ 的中 �� ９５４００（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６５４３２ 的中 �� ３７８９６（５番人気）�� ４８９６８（３番人気）�� ９８１９（１７番人気）
３連複票数 計２４３２３４６ 的中 ��� ５５８８９（１０番人気）
３連単票数 計５９７５４１１ 的中 ��� ３９５０１（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．４―１１．８―１１．９―１３．２

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ノーザンキッズ �
�
父 Hennessy �

�
母父 Northfields デビュー ２００３．９．２８ 札幌１着

２０００．３．５生 牡７栗 母 Northern Girl 母母 Camina’s Girl ２９戦５勝 賞金 ８６，１６２，０００円
〔発走状況〕 クリノゴールド号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 クリノゴールド号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 ウイングビート号・エイシンイーデン号・コクシムソウ号・シアトルバローズ号・シンキッカー号・

セイウンワキタツ号・ゼンノパルテノン号・タータンフィールズ号・テイエムノブシオー号・ナリタダンディ号・
マイティーキラー号・ミヤジヒート号・メイショウディオ号・レソナル号・ワーキングボーイ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（１９阪神１）第１日 ２月２４日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２７１，０９０，０００円
１０，５００，０００円
２２，０８０，０００円
４５０，０００円
１，９６０，０００円
２９，５２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，４９１，０００円
５，８０８，８００円
１，８８８，７００円

勝馬投票券売得金
４３０，６７２，３００円
５３１，３２０，６００円
４７４，４０９，５００円
１，９９４，０５２，４００円
１，５８９，０２４，３００円
５２６，７１４，２００円
２，２８９，１８８，９００円
３，１０９，５００，９００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 １０，９４４，８８３，１００円

総入場人員 １８，２５０名 （有料入場人員 １７，５４６名）




