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０６０１３ ２月２６日 曇 重 （２４阪神１）第２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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１４ メイショウドルセー 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 ４６６－ ４１：１２．６ ９．０�

３６ イエスイットイズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４８４－ ２１：１２．８１ １．７�
４８ ミヤジチョビ 牡３栗 ５６ 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 村上 欽哉 B４６８－ ２１：１３．２２� １３．６�
２４ コウユーサクラサク 牡３黒鹿５６ 北村 友一加治屋康雄氏 領家 政蔵 日高 浜本 幸雄 ４４０＋ ６１：１３．３� ５９．３�
１１ ファンデルワールス 牡３鹿 ５６ 松山 弘平 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４１：１３．５１� １４．２�
５９ ハードチョンホ �３鹿 ５６

５３ ▲花田 大昂津田 一男氏 西橋 豊治 新ひだか 前田牧場 ４３０－１０ 〃 クビ ６．６�
８１６ ニロティカス 牡３黒鹿５６ 田中 学畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４４６－１２１：１３．６クビ １２．４	

（兵庫）

３５ ナリタウィッシュ 牡３栗 ５６ 国分 恭介
オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 ４５０－ ２１：１３．７� ２９．４�
４７ シゲルキョホウ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦森中 蕃氏 坂口 正則 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B４８２－ ６ 〃 クビ ２３．２
６１１ コウエイサツマ 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 優作伊東 政清氏 五十嵐忠男 鹿児島 伊東 政清 ４７４－ ６ 〃 アタマ ７０．９�
６１２ シェーンガルテン 牡３鹿 ５６

５３ ▲藤懸 貴志 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ ６８．０�

８１５ サニースペシャル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４６０－１２１：１４．０２ ３５．６�

５１０ マイソールネスト 牡３鹿 ５６
５５ ☆高倉 稜五影 慶則氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８２ ―１：１４．７４ ７８．５�

２３ ジャコキング 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介晴間 初栄氏 庄野 靖志 新冠 村上牧場 ４１０－ ４１：１５．８７ ２８５．０�
１２ ブラウンライジング 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 平成ファーム ４８６± ０１：１５．９クビ ２０３．３�
７１３ デンタルボーイ 牡３栗 ５６

５３ ▲水口 優也安田 光則氏 柴田 光陽 新冠 川筋 克幸 B４８２＋ １１：１６．２１� ３８０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４３０，８００円 複勝： ４９，６１０，８００円 枠連： １４，０９９，８００円

馬連： ４８，３１９，９００円 馬単： ３７，６９８，４００円 ワイド： ２７，０２６，９００円

３連複： ７６，５９３，０００円 ３連単： １２７，５４６，８００円 計： ４０１，３２６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（３－７） ５１０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １，０２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 ��� １１，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２０４３０８ 的中 � １７８９５（３番人気）
複勝票数 計 ４９６１０８ 的中 � ４７８１３（３番人気）� ２５７３３７（１番人気）� ３４５８８（４番人気）
枠連票数 計 １４０９９８ 的中 （３－７） ２０７１１（２番人気）
馬連票数 計 ４８３１９９ 的中 �� ５５６４４（２番人気）
馬単票数 計 ３７６９８４ 的中 �� １５２６４（６番人気）
ワイド票数 計 ２７０２６９ 的中 �� ２３８７７（２番人気）�� ５８８３（１１番人気）�� １５８１９（３番人気）
３連複票数 計 ７６５９３０ 的中 ��� ３１１７９（３番人気）
３連単票数 計１２７５４６８ 的中 ��� ７９１８（２７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．６―１２．３―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．３―３４．９―４７．２―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウドルセー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ウインドストース デビュー ２０１２．１．１４ 京都４着

２００９．５．５生 牡３黒鹿 母 メイショウサンサン 母母 ミスイメージ ３戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トクノエール号・ドラゴントロフィー号
※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。

０６０１４ ２月２６日 曇 重 （２４阪神１）第２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

７１４ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５５２－ ６１：５５．６ ３．６�

８１６ アーサーバローズ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４６２－ ８１：５６．１３ １０．３�
６１１ サ ナ シ オ ン 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ４１：５６．４１� ５．１�

（伊）

４８ サンライズロイヤル 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松岡 隆雄氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ５３０－ ２ 〃 クビ ６．３�
３６ イ ー リ ス 牝３栗 ５４ 幸 英明 �キャロットファーム 岡田 稲男 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－１０１：５６．７１� ４５．５�
６１２ アプリコーゼ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 西園 正都 日高 待兼牧場 ５０４－ ４ 〃 アタマ ２０．５�
３５ タマモショパン 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋タマモ	 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４９４± ０１：５６．９１� ５３．０

４７ ボ ク サ ー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 秋田牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ２０．６�
２４ マコトアンバサダー 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 尾田左知子氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 ４９６－ ４１：５７．１� ２４．４�

（伊）

８１５ テイエムオウショウ 牡３栗 ５６ 小林慎一郎竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 ４３６－ ６１：５７．３１� １７４．３
７１３ アシタハドッチダ 牡３鹿 ５６ 田中 学杉本 豊氏 野中 賢二 新冠 山岡ファーム ４７６－ ６１：５７．６１� ２１０．１�

（兵庫）

１１ ジョウショーサニー 牡３栗 ５６ 国分 恭介熊田 義孝氏 西橋 豊治 浦河 梅田牧場 B５３０＋ ８１：５７．８１� ２１７．５�
２３ アスカノラポール 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５２４－ ６１：５８．７５ ２８３．３�

５１０ ミ ヒ ロ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム ４３８－１４１：５８．８� ４４．５�

１２ キーバージョン 牡３青鹿 ５６
５３ ▲水口 優也北前孔一郎氏 柴田 光陽 新冠 高瀬 敦 ４７６－ ２１：５９．４３� ３８７．２�

５９ ヤマニンメダイユ 牡３鹿 ５６ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 ４７６± ０２：０３．２大差 ３．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６９９，４００円 複勝： ３６，９９３，３００円 枠連： １２，６６４，０００円

馬連： ４７，６５１，０００円 馬単： ３３，００６，４００円 ワイド： ２４，１２５，４００円

３連複： ７０，９７０，９００円 ３連単： １１０，３９３，９００円 計： ３５５，５０４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � ２００円 枠 連（７－８） １，６２０円

馬 連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド �� ７４０円 �� ５００円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ３，６５０円 ３ 連 単 ��� １８，７９０円

票 数

単勝票数 計 １９６９９４ 的中 � ４４１８６（２番人気）
複勝票数 計 ３６９９３３ 的中 � ８０１３６（２番人気）� ２６０５７（５番人気）� ４８６４４（３番人気）
枠連票数 計 １２６６４０ 的中 （７－８） ５７７２（７番人気）
馬連票数 計 ４７６５１０ 的中 �� ２０８６９（６番人気）
馬単票数 計 ３３００６４ 的中 �� ８４５９（１１番人気）
ワイド票数 計 ２４１２５４ 的中 �� ８０１７（６番人気）�� １２７３３（５番人気）�� ５０２３（１３番人気）
３連複票数 計 ７０９７０９ 的中 ��� １４３８７（１０番人気）
３連単票数 計１１０３９３９ 的中 ��� ４３３７（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．４―３８．２―５１．５―１：０５．２―１：１８．０―１：３０．３―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．６
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケイワイツヨシ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．１１．２６ 京都８着

２００９．１．２４生 牡３黒鹿 母 ブレスマイスターズ 母母 メイクアウイッシュ ６戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔その他〕 ヤマニンメダイユ号は，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。
※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。

第１回 阪神競馬 第２日



０６０１５ ２月２６日 曇 重 （２４阪神１）第２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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

４６ ヒカルマイソング 牡３栗 ５６ C．デムーロ 高橋 光氏 岡田 稲男 登別 青藍牧場 ５０６ ―１：１２．２ ５．１�
（伊）

２２ シゲルアプリコット 牡３栗 ５６ 松田 大作森中 蕃氏 木原 一良 浦河 中村 雅明 ５０６ ―１：１３．２６ ７１．３�
６１０� ベリベリハッピー 牡３黒鹿５６ 四位 洋文足立 範子氏 萩原 清 米

Marston Stud, R.
A. N. Bonnycastle
& BBA Ireland

４９４ ―１：１３．４１� ３．７�
２３ コスモイズモ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 日高 浦新 徳司 ４６４ ― 〃 クビ ２０．１�
１１ キクノラフィカ 牡３青鹿５６ 小牧 太菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４６８ ―１：１３．６１� ６６．５�
３４ テラノココロ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ３９４ ―１：１４．１３ ５０．８�
８１４ ヒアウィゴー 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦小林 秀樹氏 田島 良保 浦河トラストスリーファーム ４５２ ―１：１４．２クビ ９．３	
７１３ アムールクエスト 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５６ ―１：１４．４１� ２０．６

７１２ ナリタスカイ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 ４０８ ―１：１４．５� ２．６�
５９ ガ リ ュ ウ 牡３黒鹿５６ 幸 英明佐々木孝之氏 境 直行 様似 猿倉牧場 ４７８ ―１：１４．８１� ８５．０
８１５ メイショウヒナゲシ 牝３栗 ５４ 田中 健松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 赤田牧場 ４７６ ―１：１５．０１� ３１２．２�
５８ アルマサント 牡３黒鹿５６ 上村 洋行コウトミックレーシング 高木 登 日高 渋谷 健作 ４７８ ―１：１５．２１	 １３．１�
４７ コパノツイテル 牡３黒鹿５６ 松山 弘平小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ４７０ ―１：１５．９４ ２６．４�
３５ グロースアプローチ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一小川 洋氏 田所 秀孝 日高 加藤牧場 ４２０ ―１：１８．３大差 ３２３．８�
６１１ サマンサバローズ 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 ５００ ―１：１９．７９ １１５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，８８６，０００円 複勝： ３２，１１６，６００円 枠連： １３，８７６，２００円

馬連： ４４，１５５，０００円 馬単： ３２，７０２，２００円 ワイド： ２０，７８３，０００円

３連複： ５９，５９１，４００円 ３連単： ９７，０７４，８００円 計： ３２０，１８５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２００円 � １，５００円 � １６０円 枠 連（２－４） ２，７９０円

馬 連 �� １０，９８０円 馬 単 �� １８，７６０円

ワ イ ド �� ３，１３０円 �� ４３０円 �� ３，２７０円

３ 連 複 ��� １３，０９０円 ３ 連 単 ��� ８４，１９０円

票 数

単勝票数 計 １９８８６０ 的中 � ３１２０９（３番人気）
複勝票数 計 ３２１１６６ 的中 � ４６０３６（３番人気）� ３９３１（１３番人気）� ６６２７７（２番人気）
枠連票数 計 １３８７６２ 的中 （２－４） ３６７９（１２番人気）
馬連票数 計 ４４１５５０ 的中 �� ２９６９（３３番人気）
馬単票数 計 ３２７０２２ 的中 �� １２８７（５６番人気）
ワイド票数 計 ２０７８３０ 的中 �� １５４１（３４番人気）�� １３４７２（３番人気）�� １４７６（３６番人気）
３連複票数 計 ５９５９１４ 的中 ��� ３３６２（４２番人気）
３連単票数 計 ９７０７４８ 的中 ��� ８５１（２４３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．８―１２．３―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．５―４７．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルマイソング �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

２００９．１．２７生 牡３栗 母 ヒカルリクエスト 母母 グレースランド １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔制裁〕 ガリュウ号の騎手幸英明は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（１３番・５番への進路影響）
〔その他〕 グロースアプローチ号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サマンサバローズ号は，平成２４年３月２６日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 シルクバーニッシュ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 オフショア号・ガンバレシャチョウ号・キュールエココ号・クイーンリヴィエラ号・ココロハヒトツ号・

サティスファイ号・シーズオブタイム号・セイウングーノネ号・セイクリッドハート号・テーオーアパタイト号・
ナムラハヤテ号・ナムーン号・パーデュラブル号・ビコースピカ号・プレッピー号・マイアイステラ号・
ミラクルセイリング号・メイショウイザヨイ号・メイショウステージ号・メイショウタマカゼ号

※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。

０６０１６ ２月２６日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）重 （２４阪神１）第２日 第４競走 ��３，１１０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０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４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２５．０良・良

８１２ スナークスペイン 牡５青鹿６０ 小坂 忠士杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４７０± ０３：３２．９ ３．７�

２２ マンノレーシング 牡９鹿 ６２ 植野 貴也萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４８２＋ ２３：３３．９６ １３．７�
３３ アドマイヤテンクウ 牡５鹿 ６０ 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５２６－ ４３：３４．１１� １．８�
４４ フサイチアソート �７栗 ６０ 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４５８－ ８３：３４．４１� ２２．０�
１１ サトノケンオー �５栗 ６０ 白浜 雄造里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４８２＋１４３：３４．６１� １０．１�
５６ テイエムブユウデン 牡５鹿 ６０ 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 ４６８＋１２３：３４．７� １１７．８�
６７ サンレイランキング 牡５鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ３５．６�
７１０ モルフェサイレンス 牡７栗 ６２

５９ ▲小野寺祐太並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４９２－ ６３：３５．４４ ６０．５	
５５ ウィルビーキング �８栗 ６０ 中村 将之前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２＋１０３：３５．５クビ ３４．０

８１１ マルタカタキオン 牡９栗 ６０ 黒岩 悠國立 治氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ５０８± ０ 〃 クビ １０２．５�
７９ イージーウイン 牡５鹿 ６０ 草野 太郎田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 ４４８－ ２３：３６．４５ １９２．１�
６８ 	 カワキタトップ 牡６芦 ６０ 北沢 伸也川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４７８－ ６３：３７．４６ ９．６

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，１８５，３００円 複勝： ２２，９２４，６００円 枠連： １２，９１５，８００円

馬連： ３９，５２０，６００円 馬単： ３３，７１８，１００円 ワイド： １９，９６２，０００円

３連複： ６０，２７０，６００円 ３連単： １２０，０１４，９００円 計： ３２６，５１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � １２０円 枠 連（２－８） ２，０５０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� １７０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 ��� ７，８１０円

票 数

単勝票数 計 １７１８５３ 的中 � ３７２２８（２番人気）
複勝票数 計 ２２９２４６ 的中 � ５４１３９（２番人気）� １８６８４（５番人気）� ６６９５４（１番人気）
枠連票数 計 １２９１５８ 的中 （２－８） ４６５１（８番人気）
馬連票数 計 ３９５２０６ 的中 �� １６４５５（７番人気）
馬単票数 計 ３３７１８１ 的中 �� ８３７０（１０番人気）
ワイド票数 計 １９９６２０ 的中 �� ９５２３（６番人気）�� ３６９９５（１番人気）�� １０３７３（５番人気）
３連複票数 計 ６０２７０６ 的中 ��� ４６６８２（３番人気）
３連単票数 計１２００１４９ 的中 ��� １１３５３（１９番人気）

上り １マイル １：４６．４ ４F ５０．９－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スナークスペイン �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー ２００９．７．５ 阪神６着

２００７．４．１生 牡５青鹿 母 エイシンスペイン 母母 エイシンアテイン 障害：５戦２勝 賞金 ２６，０００，０００円



０６０１７ ２月２６日 曇 良 （２４阪神１）第２日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４４．７
１：４４．１

良

良

７１４ ショウナンカンムリ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４８６＋ ２１：５０．０ １１．３�

６１２ ファントムライト 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４７８± ０ 〃 クビ ６．１�
７１３ カポーティスター 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ２１：５０．１� ６．３�
４８ ダノンキャスケード 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム ４２２－ ８１：５０．６３ １２．０�
１１ エボニーナイト 牡３黒鹿５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５０８－ ６ 〃 クビ ６．１�

（伊）

２３ アドマイヤシルク 牝３鹿 ５４ 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ４１：５０．７� ６５．４	

１２ ローザボニータ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 クビ ４．１

６１１ ジュディソング 牝３栗 ５４ 藤岡 康太中辻 明氏 宮 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４－１０１：５０．８クビ ３２．７�
８１５ バハドゥール 牡３鹿 ５６ C．デムーロ 田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０－ ４１：５０．９� ４．６�
（伊）

２４ フミノポールスター 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 浦河 小林 仁 ４９６＋ ４１：５１．２１� ３４．１
５１０ ヴィンドランダ 牡３青鹿５６ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 平取 坂東牧場 ４８２－ ８１：５１．３� １０７．８�
５９ ミッキークリスエス 牡３黒鹿５６ 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２６＋１２１：５１．４クビ １１２．３�
４７ マイネルリヒト 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 ４４８－ ８ 〃 クビ １２８．３�
８１６� リアライズニトロ 牡３鹿 ５６ 小牧 太工藤 圭司氏 森 秀行 英 Mrs A. K.

H. Ooi ４５０－ ６１：５１．５クビ １８９．０�
３５ アクシーバンダム 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４５６＋ ６１：５１．９２� １９８．９�
３６ アグネスダリム 牝３栗 ５４ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４２－ ８１：５２．１１	 ３２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７５９，７００円 複勝： ５９，６２６，６００円 枠連： ２４，１３８，３００円

馬連： ６８，０１０，１００円 馬単： ４２，１７９，４００円 ワイド： ３３，９８０，９００円

３連複： ９９，８５９，０００円 ３連単： １５２，５９８，４００円 計： ５０８，１５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ３６０円 � ２２０円 � ２４０円 枠 連（６－７） １，０８０円

馬 連 �� ３，２６０円 馬 単 �� ７，２９０円

ワ イ ド �� １，１５０円 �� １，２６０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ６，４００円 ３ 連 単 ��� ４７，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２７７５９７ 的中 � １９４２６（６番人気）
複勝票数 計 ５９６２６６ 的中 � ３９５１８（７番人気）� ７８４１５（４番人気）� ６９９３３（５番人気）
枠連票数 計 ２４１３８３ 的中 （６－７） １６５７５（５番人気）
馬連票数 計 ６８０１０１ 的中 �� １５４２７（１８番人気）
馬単票数 計 ４２１７９４ 的中 �� ４２７２（３５番人気）
ワイド票数 計 ３３９８０９ 的中 �� ７２３４（１５番人気）�� ６５３９（２０番人気）�� １２３３７（１０番人気）
３連複票数 計 ９９８５９０ 的中 ��� １１５１５（２７番人気）
３連単票数 計１５２５９８４ 的中 ��� ２３５２（１８３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．３―１２．５―１２．８―１２．６―１２．１―１０．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３６．９―４９．４―１：０２．２―１：１４．８―１：２６．９―１：３７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカンムリ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．９．４ 新潟２着

２００９．４．１８生 牡３鹿 母 ナリタグレース 母母 ナリタレッドバード ６戦１勝 賞金 １１，８５０，０００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） ３頭 エーシンプロースト号・サチノコイノボリ号・ヘリオスフィア号
（非抽選馬） １頭 タニノハービービー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０１８ ２月２６日 曇 良 （２４阪神１）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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 １，４５０，０００
１，４５０，０００

円
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

８１３ レーザーインパクト 牡３鹿 ５６ 浜中 俊杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム ４３８－ ４１：２３．９ ５７．６�

２２ アースソニック 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４６６－ ４１：２４．３２� ２．５�
３３ アグネスハビット 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６８－ ４ 〃 クビ １４．４�
７１１ カノヤミノリ 牡３芦 ５６ 吉田 豊神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４６８± ０ 〃 同着 ２７．０�
４６ � バクシンクリチャン 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介栗本 博晴氏 須貝 尚介 平取 コアレススタッド ４５２＋２２１：２４．４クビ ３３．８�
３４ ジャストザブレイン 牡３鹿 ５６ 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５８－ ６１：２４．５� ２８．９�
５８ デンコウベリル 牡３芦 ５６ 池添 謙一田中 康弘氏 鶴留 明雄 様似 中脇 一幸 ４８４＋ ６１：２４．６� ２１．８�
８１４� ミリオンヴォルツ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC ４７８＋ ４ 〃 アタマ １２．５	
７１２ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５６ 和田 竜二 
啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ４．２�
１１ タガノルミナーレ 牝３黒鹿５４ 幸 英明八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８４－ ２１：２４．９１	 １４．６�
６１０ マイネルユリウス 牡３黒鹿５６ N．ピンナ 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 青森 石田 英機 ５０６－ ８１：２５．３２� ４．７
（伊）

４５ � シゲルクルミ 牡３鹿 ５６ 小牧 太森中 蕃氏 加藤 敬二 浦河 三枝牧場 ４６４± ０１：２６．４７ １３６．９�
６９ 
 ハートランドスノー 牝３芦 ５４ 田中 学豊田 稔氏 岡田 利一 浦河 大北牧場 ４５８＋ ５１：２６．７２ １９２．５�

（兵庫） （兵庫）

５７ 
 シ ャ レ ー ド 牝３青 ５４ 竹村 達也大嶋 晃一氏 寺嶋 正勝 新冠 大栄牧場 ４２４－ ８１：２６．９１� ３２９．９�
（兵庫） （兵庫）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，４９８，７００円 複勝： ４８，１６０，５００円 枠連： １６，９５４，９００円

馬連： ６５，４６８，６００円 馬単： ４２，２９２，３００円 ワイド： ３０，６１０，５００円

３連複： ８５，５４９，０００円 ３連単： １４２，１０２，０００円 計： ４５７，６３６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，７６０円 複 勝 � １，０３０円 � １２０円 �
�

２７０円
４９０円 枠 連（２－８） １，８３０円

馬 連 �� １０，９９０円 馬 単 �� ３４，３００円

ワ イ ド �� ２，０３０円 ��
��

６，４３０円
７，４７０円

��
��

４４０円
６８０円

３ 連 複 ���
���

１６，４００円
２２，２２０円 ３ 連 単 ���

���
１８６，６１０円
１７２，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２６４９８７ 的中 � ３６２９（１１番人気）
複勝票数 計 ４８１６０５ 的中 �

�
６３７５
１４６６８

（１１番人気）
（１０番人気）

� １３３５００（１番人気）� ３１６３３（５番人気）

枠連票数 計 １６９５４９ 的中 （２－８） ６８６２（８番人気）
馬連票数 計 ６５４６８６ 的中 �� ４４００（２９番人気）
馬単票数 計 ４２２９２３ 的中 �� ９１０（８２番人気）
ワイド票数 計 ３０６１０５ 的中 ��

��
２１４６
１１７５６

（３９番人気）
（５番人気）

��
��

６６０
６９９５
（５８番人気）
（１３番人気）

�� ５６７（６３番人気）

３連複票数 計 ８５５４９０ 的中 ��� １９２７（９０番人気）��� １４２０（１００番人気）
３連単票数 計１４２１０２０ 的中 ��� ２８１（６９６番人気） ��� ３０４（６５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．３―１：００．４―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーザーインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１１．７．１０ 京都４着

２００９．３．３１生 牡３鹿 母 チアズヒカリ 母母 サラトガシャドーズ ６戦２勝 賞金 １３，８００，０００円
※出走取消馬 アーベントロート号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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。



０６０１９ ２月２６日 曇 稍重 （２４阪神１）第２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）

牝，５００万円以下；負担重量は，４歳５４�５歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４４ メ ー デ イ ア 牝４鹿 ５４ C．デムーロ �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム ４９８－ ２１：５３．９ １．５�
（伊）

８９ ツヨイキモチ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１０＋ ２１：５４．９６ ７．５�

２２ シーズガレット 牝４栗 ５４ 藤岡 康太橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 市川フアーム ４４６＋ ２ 〃 クビ ４．９�
７７ ミラクルフラッグ 牝５栗 ５５ 吉田 豊小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４９０－１０１：５５．１１ １１．５�
１１ シゲルセキニンシャ 牝４青鹿 ５４

５３ ☆国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 新冠 中央牧場 ４７０＋ ２１：５６．９大差 １４４．２�
８１０ ニシノメルモ 牝５青鹿５５ 浜中 俊西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４７０＋ ２１：５７．３２� １１．０�
７８ � トップバゴチャン 牝５青鹿５５ 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４７６＋ ６１：５７．８３ ４３．４	
３３ � ダイシンベール 牝５鹿 ５５ N．ピンナ 大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０＋ ２ 〃 ハナ １１８．６


（伊）

６６ ユウキオジョウー 牝４栗 ５４ 幸 英明ちきり組合 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４２８－ ６１：５７．９� ６４．２�
５５ � メイショウトモミ 牝４栗 ５４

５１ ▲森 一馬松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４２６－ ６１：５９．０７ １２０．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２８，２１９，７００円 複勝： ６４，０８６，９００円 枠連： １４，０５１，１００円

馬連： ４９，３１７，０００円 馬単： ４９，３６９，２００円 ワイド： ２３，５１９，５００円

３連複： ６７，４３３，６００円 ３連単： １８９，２９９，１００円 計： ４８５，２９６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（４－８） ３３０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １３０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ４２０円 ３ 連 単 ��� １，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２８２１９７ 的中 � １５３２４４（１番人気）
複勝票数 計 ６４０８６９ 的中 � ４００８０３（１番人気）� ５１５７８（３番人気）� ８７１２７（２番人気）
枠連票数 計 １４０５１１ 的中 （４－８） ３１６７９（２番人気）
馬連票数 計 ４９３１７０ 的中 �� ６３２８８（２番人気）
馬単票数 計 ４９３６９２ 的中 �� ４７０６３（２番人気）
ワイド票数 計 ２３５１９５ 的中 �� ２４３６５（２番人気）�� ５９５７４（１番人気）�� １６６４９（４番人気）
３連複票数 計 ６７４３３６ 的中 ��� １１９５７８（１番人気）
３連単票数 計１８９２９９１ 的中 ��� ７５５８１（３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１３．９―１３．２―１３．２―１２．３―１２．４―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３８．４―５１．６―１：０４．８―１：１７．１―１：２９．５―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
１
３
４，７（８，１０）（１，３）５－２，６，９
４，７，１０（８，３）（１，２）（５，９，６）

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

勝馬の
紹 介

メ ー デ イ ア 
�
父 キングヘイロー 

�
母父 Lord Avie デビュー ２０１１．４．１０ 阪神１６着

２００８．５．１１生 牝４鹿 母 ウィッチフルシンキング 母母 Halloween Joy ５戦２勝 賞金 １５，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウトモミ号は，平成２４年３月２６日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０２０ ２月２６日 曇 良 （２４阪神１）第２日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （芝・右）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．１
１：０６．５

良

良

１２ ニジブルーム 牡４芦 ５７ 上村 洋行横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：１０．３ １７．０�

４８ メイショウツガル 牡４鹿 ５７ 北村 友一松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 ４６４＋ ８ 〃 ハナ １１．４�
４７ モ ト ヒ メ 牝５鹿 ５５ 上野 翔黒澤 尚氏 清水 久詞 新ひだか 岡田スタツド ４４６－ ６ 〃 アタマ ６７．６�
１１ ア フ ォ ー ド 牡４鹿 ５７ 和田 竜二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ２１：１０．５１� １．６�
２３ � タガノシビル 牝５栗 ５５ 浜中 俊八木 良司氏 吉田 直弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ２ 〃 アタマ １１．２�
３６ サザンブレイズ 牡４栗 ５７ C．デムーロ 南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４７４－ ２１：１０．６	 ９．７�

（伊）

８１５ オレンジティアラ 牝５栗 ５５ 池添 謙一 �グリーンファーム 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：１０．７クビ ２０．６	
８１６ ウエスタンハピネス 牝４鹿 ５５ 幸 英明西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４８６－ ４１：１０．９１� ５０．６

３５ � ウイニングドラゴン 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲水口 優也奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４４８－ ４ 〃 ハナ ８４．０�
５１０ ミスターマスタード 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４５６－ ２１：１１．０クビ １７．７�
７１３ レッドストラーダ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４７６－ ６１：１１．１� １３．７
７１４� ジョーリゴラス 牡８栗 ５７ 川須 栄彦上田けい子氏 村山 明 静内 田中 裕之 ４６２± ０ 〃 クビ ５８．１�
６１２ ビューティバラード 牝４栗 ５５

５２ ▲菅原 隆一林 進氏 岩元 市三 新冠 協和牧場 ４２４－ ２１：１１．４１	 ３２３．２�
５９ テイエムアモーレ 牝４鹿 ５５ 小林慎一郎竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 浦河 信成牧場 ４９０＋１２ 〃 ハナ ６４．４�
６１１� クリノスレンダー 牝６鹿 ５５ N．ピンナ 栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４８０－ ２１：１１．６	 ９７．５�

（伊）

２４ ドリームバロン 牡４栗 ５７ 古川 吉洋セゾンレースホース� 南井 克巳 新冠 松浦牧場 ４６４＋１６１：１２．４５ １７８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，０３３，９００円 複勝： ６９，７８４，９００円 枠連： ２３，８２３，１００円

馬連： ７９，７９０，２００円 馬単： ６３，２２０，４００円 ワイド： ３８，３６７，１００円

３連複： １１４，３１６，４００円 ３連単： ２２０，８０９，３００円 計： ６４７，１４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ６２０円 � ４３０円 � １，６９０円 枠 連（１－４） ６３０円

馬 連 �� ７，２４０円 馬 単 �� １８，５９０円

ワ イ ド �� １，７４０円 �� ４，７８０円 �� ４，３１０円

３ 連 複 ��� ６３，１５０円 ３ 連 単 ��� ４２７，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３７０３３９ 的中 � １７２２３（６番人気）
複勝票数 計 ６９７８４９ 的中 � ３０１１６（６番人気）� ４６２９９（４番人気）� １００３１（１３番人気）
枠連票数 計 ２３８２３１ 的中 （１－４） ２７９３１（２番人気）
馬連票数 計 ７９７９０２ 的中 �� ８１３６（２２番人気）
馬単票数 計 ６３２２０４ 的中 �� ２５１１（４６番人気）
ワイド票数 計 ３８３６７１ 的中 �� ５５２６（２１番人気）�� １９５６（４４番人気）�� ２１７３（４０番人気）
３連複票数 計１１４３１６４ 的中 ��� １３３６（１３７番人気）
３連単票数 計２２０８０９３ 的中 ��� ３８１（７６７番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．４―１１．７―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３４．６―４６．３―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニジブルーム �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．１０．３ 阪神２着

２００８．４．２６生 牡４芦 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ １８戦３勝 賞金 ３３，９６７，０００円
〔制裁〕 オレンジティアラ号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９番・８番・６番への

進路影響）
※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 メイショウローラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０２１ ２月２６日 曇 良 （２４阪神１）第２日 第９競走 ��
��２，２００�すみれステークス

発走１４時２５分（番組第１０競走を順序変更） （芝・右）
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１，２００万円毎１�
増

賞 品
本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

５５ ベールドインパクト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８－ ２２：１８．９ ２．４�

６６ クランモンタナ 牡３芦 ５６ N．ピンナ �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４７０－ ８２：１９．０� ４．６�
（伊）

７７ ミルドリーム 牡３青鹿５６ C．デムーロ 平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４２４－ ４２：１９．３２ ３．２�
（伊）

２２ アドマイヤレイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２８－ ６２：１９．５１ ３．６�
３３ � セフティーフライト 牡３栗 ５６ 高倉 稜原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４２８＋ ２２：２０．４５ １１８．５�
４４ メイショウデビッド 牡３鹿 ５６ 松山 弘平松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 岡部牧場 ４６４＋ ４２：２０．５� ５７．０	

（６頭）
１１ ニューダイナスティ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４２，４６３，４００円 複勝： ５６，４９２，８００円 枠連： 発売なし

馬連： ６８，７０４，０００円 馬単： ５３，６２６，８００円 ワイド： ２３，４４６，６００円

３連複： ５６，２０８，５００円 ３連単： ２０２，９５４，９００円 計： ５０３，８９７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� １８０円 �� １４０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ３２０円 ３ 連 単 ��� １，６６０円

票 数

単勝票数 差引計 ４２４６３４（返還計 ４４２４６） 的中 � １４４２７６（１番人気）
複勝票数 差引計 ５６４９２８（返還計 ５７３６８） 的中 � １９１６６７（１番人気）� ８８４２３（４番人気）
馬連票数 差引計 ６８７０４０（返還計２２１６５８） 的中 �� ９５５２４（４番人気）
馬単票数 差引計 ５３６２６８（返還計１７６５９３） 的中 �� ４３０４０（５番人気）
ワイド票数 差引計 ２３４４６６（返還計 ７７１７６） 的中 �� ３０３５７（３番人気）�� ４９２９９（１番人気）�� ２４７４６（６番人気）
３連複票数 差引計 ５６２０８５（返還計３６５７６１） 的中 ��� １３０４１３（２番人気）
３連単票数 差引計２０２９５４９（返還計１４１５１０２） 的中 ��� ９０３８３（６番人気）

ハロンタイム １３．６―１２．３―１１．８―１３．６―１３．６―１３．５―１２．８―１２．５―１１．６―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．６―２５．９―３７．７―５１．３―１：０４．９―１：１８．４―１：３１．２―１：４３．７―１：５５．３―２：０６．６

コーナー
通過順位

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

２
４
４－６，２，５，７，３
４（６，２）（５，７）３

勝馬の
紹 介

ベールドインパクト 

�
父 ディープインパクト 


�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１１．１１．１３ 京都５着

２００９．５．１４生 牡３鹿 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド ５戦２勝 賞金 ３６，２８３，０００円
〔競走除外〕 ニューダイナスティ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔両頚部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻６分遅延。
〔制裁〕 ベールドインパクト号の騎手藤岡佑介は，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７０，０００円。（２番への進

路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニューダイナスティ号は，平成２４年２月２７日から平成２４年３月２７日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※出走取消馬 ダノンゴールド号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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。

０６０２２ ２月２６日 曇 稍重 （２４阪神１）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

い た み

伊丹ステークス
発走１５時００分（番組第９競走を順序変更） （ダート・右）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．２．２６以降２４．２．１９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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

８１６ ブ ル ロ ッ ク 牡５鹿 ５５ 川田 将雅小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム B４８４＋ ８１：５２．２ ６．２�

６１２ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５５ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５２－ ８１：５２．３� ４９．５�
３６ ナリタシルクロード 牡５鹿 ５７ 高倉 稜�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 ５２６－ ４１：５２．４� ５．３�
２４ アグネスアンカー 牡６鹿 ５４ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ５４０－１６１：５２．６１� ５５．２�
７１４ ラ ル ー チ ェ 牝６芦 ５２ 藤岡 康太吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９２－ ８１：５２．７クビ ７６．３�
５９ バトードール 牡５栗 ５８ 浜中 俊 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２８＋ ２１：５２．８� ６．０	
６１１ グラッツィア 牡４鹿 ５５ C．デムーロ 山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４１：５２．９� ３．０


（伊）

２３ マ マ キ ジ ャ 牝４芦 ５２ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４３０－ ４ 〃 アタマ １０．２�
５１０ シルクダイナスティ 牡７栗 ５３ 松山 弘平有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４８４－ ２ 〃 ハナ ４０．６
４８ トウショウクエスト 牡７栗 ５５ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３８＋ ４１：５３．１１� ６０．４�
１１ スズカホープ 	４鹿 ５５ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７２－ ４１：５３．５２� １４．８�
１２ テイエムドンマイ 牡４黒鹿５４ 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５０２＋ ２１：５３．６� ５６．０�
４７ キ テ ィ 牝６鹿 ５３ 川須 栄彦武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４７０－ ８１：５３．７� ４５．９�
７１３ ハードシーキング 牡８鹿 ５１ 岩崎 祐己津田 一男氏 西橋 豊治 静内 前田牧場 B４９６± ０１：５４．１２� ７８．４�
３５ エ ン リ ル 牡４栃栗５５ 小牧 太前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６＋ ２１：５４．２クビ １０．２�
８１５ マイネルアトレ 牡７栗 ５４ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４７６－ ２１：５４．５１� ２２８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，４１０，５００円 複勝： ８４，９３１，５００円 枠連： ３９，９６８，４００円

馬連： １７６，２１７，８００円 馬単： ９４，１２１，１００円 ワイド： ６８，７１２，３００円

３連複： ２３７，３５１，８００円 ３連単： ４２３，７８７，２００円 計： １，１７２，５００，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２００円 � １，０５０円 � １９０円 枠 連（６－８） ９７０円

馬 連 �� １０，８４０円 馬 単 �� １６，１８０円

ワ イ ド �� ３，３７０円 �� ５８０円 �� ３，３１０円

３ 連 複 ��� １７，４００円 ３ 連 単 ��� １０９，１７０円

票 数

単勝票数 計 ４７４１０５ 的中 � ６０８７６（４番人気）
複勝票数 計 ８４９３１５ 的中 � １２６５１９（３番人気）� １５７７６（１２番人気）� １４１８１０（２番人気）
枠連票数 計 ３９９６８４ 的中 （６－８） ３０６３９（３番人気）
馬連票数 計１７６２１７８ 的中 �� １２００３（２７番人気）
馬単票数 計 ９４１２１１ 的中 �� ４２９４（４６番人気）
ワイド票数 計 ６８７１２３ 的中 �� ４８２２（３１番人気）�� ３１４３９（５番人気）�� ４９１２（３０番人気）
３連複票数 計２３７３５１８ 的中 ��� １００７０（４９番人気）
３連単票数 計４２３７８７２ 的中 ��� ２８６５（２９６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１４．０―１２．８―１２．５―１２．２―１２．０―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３８．５―５１．３―１：０３．８―１：１６．０―１：２８．０―１：３９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．２
１
３

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

２
４

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

ブ ル ロ ッ ク �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００９．１０．１１ 京都７着

２００７．５．２１生 牡５鹿 母 タイキアプローズ 母母 Private Encore １８戦５勝 賞金 ７３，２５８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アグネスミヌエット号
※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。

２レース目



０６０２３ ２月２６日 曇 良 （２４阪神１）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�第５６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，２３．２．２６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，２３．２．２５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 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６１１� マジンプロスパー 牡５栗 ５６ 浜中 俊佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム ５１２－ ２１：２２．０ １０．２�

１２ スプリングサンダー 牝５鹿 ５４ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４８± ０１：２２．２１� ９．５�
８１６ サ ン カ ル ロ 牡６黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋１０１：２２．３� ２．９�
３５ 	 オセアニアボス 牡７青鹿５６ 藤岡 佑介�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ５０８＋ ２ 〃 ハナ １１．２�
２４ ガ ル ボ 牡５青 ５６ 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４７４－ ８１：２２．４� ３．３�
１１ キョウワマグナム 牡５鹿 ５６ 小牧 太�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５６０＋ ２１：２２．５� １３．４	
７１３ ドリームカトラス 牡５鹿 ５６ C．デムーロセゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ２１：２２．８１
 ２３．３


（伊）

７１４ ル ナ キ ッ ズ 牡６栗 ５６ 藤田 伸二畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４７６＋ ２ 〃 クビ ３１．１�
５１０ トウカイミステリー 牝６栗 ５４ 武 幸四郎内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４５６－ ２１：２３．０１� ４１．２�
３６ エーシンリジル 牝５鹿 ５４ 和田 竜二�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ７３．６
８１５ マルカフェニックス 牡８栗 ５６ 秋山真一郎河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５２６－ ８１：２３．１� ８５．０�
５９ アンノルーチェ 牡７鹿 ５６ 松山 弘平�ターフ・スポート田島 良保 三石 三石ビクト

リーファーム ４６０± ０ 〃 ハナ ２３０．９�
４８ タマモナイスプレイ 牡７黒鹿５６ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８２－ ６１：２３．２
 ８１．５�
４７ 	 オ ー セ ロ ワ �６栗 ５６ 北村 友一吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.

Rutherford ５０８＋１０１：２４．１５ ２３．８�
６１２ ヘッドライナー �８鹿 ５６ 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－１４１：２４．２� ２９．３�
２３ メモリアルイヤー 牝４栗 ５４ 川須 栄彦西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 ４７４－ ２１：２５．２６ ３５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０８，３２４，５００円 複勝： １７５，１１５，４００円 枠連： １２３，９０１，６００円

馬連： ５７６，８３２，５００円 馬単： ３１６，７２６，５００円 ワイド： １８６，０４３，２００円

３連複： ８４１，３２７，９００円 ３連単： １，７０４，５９８，２００円 計： ４，０３２，８６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３００円 � ２６０円 � １５０円 枠 連（１－６） ２，１９０円

馬 連 �� ４，２８０円 馬 単 �� ８，８８０円

ワ イ ド �� １，４６０円 �� ８１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� ４０，９６０円

票 数

単勝票数 計１０８３２４５ 的中 � ８４１１０（４番人気）
複勝票数 計１７５１１５４ 的中 � １３１２５２（５番人気）� １５９９４４（３番人気）� ４１４８９８（１番人気）
枠連票数 計１２３９０１６ 的中 （１－６） ４１７８７（１１番人気）
馬連票数 計５７６８３２５ 的中 �� ９９５７０（１５番人気）
馬単票数 計３１６７２６５ 的中 �� ２６３２８（３０番人気）
ワイド票数 計１８６０４３２ 的中 �� ３０３４１（１７番人気）�� ５７４３６（８番人気）�� ７１５１３（５番人気）
３連複票数 計８４１３２７９ 的中 ��� １２０４０６（１５番人気）
３連単票数 計１７０４５９８２ 的中 ��� ３０７１４（１１２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１１．３―１２．１―１１．９―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．４―３３．７―４５．８―５７．７―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マジンプロスパー �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 バブルガムフェロー

２００７．３．７生 牡５栗 母 ハリウッドドリーム 母母 オリンピアデュカキス １３戦５勝 賞金 ９５，５５９，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 ドリームカトラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 メモリアルイヤー号の騎手川須栄彦は，発馬機内での御法（突進された）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１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１９頭 アドマイヤシャトル号・ウインペンタゴン号・エオリアンハープ号・エプソムアーロン号・エーシンリターンズ号・

オールアズワン号・ゴールスキー号・サクラロミオ号・サワノパンサー号・サワヤカラスカル号・
スペシャルハート号・ダンスファンタジア号・ツクバホクトオー号・ナニハトモアレ号・ビギンマニューバー号・
ピースキーパー号・ファリダット号・ミッキーパンプキン号・メンデル号

※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。

０６０２４ ２月２６日 曇 稍重 （２４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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２１．８

稍重

稍重

４８ アキノモーグル 牡４栗 ５７ 松山 弘平穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５１６＋ ６１：２３．８ １７．２�

１１ � モエレジュンキン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４６４－ ６１：２４．０１� ２．６�
１２ 	 サウンドボルケーノ 牡４栗 ５７ 四位 洋文増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa

Partners ５１２－ ８１：２４．２１� ７．５�
８１５ アマノレインジャー 牡４栗 ５７ 幸 英明中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 ４９０－ ２ 〃 ハナ ２１．２�
７１４ ホクセツダンス 牝４栗 ５５ 浜中 俊平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４３４－ ８１：２４．３
 ５．０�
５９ エーシンポルックス 牡５芦 ５７ 小牧 太�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 B５１８＋２０１：２４．５１ ４０．９�
６１２ メイショウカルロ 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬松本 好	氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ６１：２４．８１
 ８．９

３６ セブンサミッツ 牡６栗 ５７ N．ピンナ �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２－ ６ 〃 ハナ ４．９�
（伊）

６１１ ベストオブケン 牡４黒鹿５７ 田中 学中西 宏彰氏 鈴木 孝志 新冠 川上牧場 B４５０－２０１：２５．１１
 ２８５．８
（兵庫）

５１０ ラディアーレ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４７０－ ２ 〃 クビ ３８．１�
３５ クリスタルドア 牡７鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５０８＋ ４１：２５．６３ ８７．８�
２３ テーオーケンジャ 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ５１８＋ ８１：２５．７クビ ９３．４�
４７ チャーミーハヅキ 牝５芦 ５５ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 新ひだか マツケン農場 ４７２＋ ８１：２６．１２� ３４０．５�
８１６ シゲルシュサ 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜森中 蕃氏 柴田 政見 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４２４± ０１：２６．２
 ２８２．８�

７１３ サ ル ジ ュ 牡４芦 ５７ C．デムーロ 福島 実氏 岩戸 孝樹 新ひだか 佐竹 学 ５０４－ ２１：２７．２６ ３４．１�
（伊）

２４ オースミレジスタ 牡５青鹿 ５７
５６ ☆国分 優作�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ５４４＋ ６１：２８．３７ １１９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６６，５６８，６００円 複勝： １０１，３５６，４００円 枠連： ５５，７４８，５００円

馬連： １９８，１８４，８００円 馬単： １１６，６３６，３００円 ワイド： ７６，１５９，５００円

３連複： ２６１，３１３，８００円 ３連単： ４９７，９５９，７００円 計： １，３７３，９２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７２０円 複 勝 � ３１０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（１－４） １，５６０円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ５，７５０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� １，５４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ４，８９０円 ３ 連 単 ��� ４２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ６６５６８６ 的中 � ３０６４６（６番人気）
複勝票数 計１０１３５６４ 的中 � ６９８６７（６番人気）� ２４９０５１（１番人気）� １０４９９４（５番人気）
枠連票数 計 ５５７４８５ 的中 （１－４） ２６４６０（７番人気）
馬連票数 計１９８１８４８ 的中 �� ６６４７６（１０番人気）
馬単票数 計１１６６３６３ 的中 �� １４９９０（２３番人気）
ワイド票数 計 ７６１５９５ 的中 �� ２６０９９（７番人気）�� １１４１２（１８番人気）�� ４８２２７（３番人気）
３連複票数 計２６１３１３８ 的中 ��� ３９４８８（１４番人気）
３連単票数 計４９７９５９７ 的中 ��� ８７４８（１１９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．８―１２．４―１２．０―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．４―５８．８―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アキノモーグル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．２．５ 京都５着

２００８．５．２５生 牡４栗 母 グロリアスシーン 母母 オギトゥインクル １２戦３勝 賞金 ２５，６１０，０００円
※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 ピサノプリヴェ号・メイショウボルト号・ラガーリンリン号
※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。

４レース目



（２４阪神１）第２日 ２月２６日（日曜日） 曇 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 １６９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 手 当

２６７，５１０，０００円
５，６７０，０００円
１，６８０，０００円
２２，５９０，０００円
５９，３１９，５００円
５，２４４，４００円
１，６２２，４００円

勝馬投票券売得金
４６１，４８０，５００円
８０１，２００，３００円
３５２，１４１，７００円
１，４６２，１７１，５００円
９１５，２９７，１００円
５７２，７３６，９００円
２，０３０，７８５，９００円
３，９８９，１３９，２００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 １０，５８４，９５３，１００円

総入場人員 １７，４２５名 （有料入場人員 １６，４０３名）


