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07013 2月24日 晴 稍重 （25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

22 ミノディエール 牝3黒鹿54 浜中 俊�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446＋ 21：57．8 4．8�

33 スイートリリック 牝3栗 54 藤岡 佑介伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 436－ 41：58．12 28．3�
44 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B516＋ 4 〃 ハナ 22．2�
11 ヤマニンサッチェル 牝3栗 54 熊沢 重文土井 肇氏 飯田 雄三 浦河 廣田 伉助 418－ 21：58．2� 8．5�
56 スプリングデジレ 牝3鹿 54 国分 優作加藤 春夫氏 目野 哲也 様似 清水 誠一 446－ 41：58．3� 1．7�
812 サフランパートナー 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 450± 01：58．4クビ 25．1	
710 クロカミノオトメ 牝3青 54 秋山真一郎 
サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 01：58．82� 7．0�
45 マルサンムテキ 牝3黒鹿54 国分 恭介松井三千年氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 470－141：58．9� 34．2�
57 カシノレアネス 牝3黒鹿54 大下 智柏木 務氏 坪 憲章 鹿児島 釘田 義美 426± 01：59．11� 162．7
711 ミサキノドリーム 牝3栗 54 大野 拓弥古賀 禎彦氏 高橋 義博 新ひだか 城地 清満 468± 01：59．41� 165．3�
69 スマートジュメイラ 牝3鹿 54 武 幸四郎大川 徹氏 安達 昭夫 日高 いとう牧場 494－ 41：59．5クビ 78．6�
68 クリノフジヤマ 牝3栗 54 太宰 啓介栗本 博晴氏 川村 禎彦 むかわ 小林 孝幸 444＋ 41：59．92� 288．0�
813 ストロンボリ 牝3栗 54 高倉 稜芹澤 精一氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 472± 0 （競走中止） 73．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，787，000円 複勝： 35，683，500円 枠連： 8，878，900円
馬連： 33，046，600円 馬単： 29，369，300円 ワイド： 18，114，300円
3連複： 49，379，500円 3連単： 104，024，400円 計： 294，283，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 250円 � 950円 � 680円 枠 連（2－3） 5，060円

馬 連 �� 4，310円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，310円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 15，840円 3 連 単 ��� 78，420円

票 数

単勝票数 計 157870 的中 � 26444（2番人気）
複勝票数 計 356835 的中 � 44051（2番人気）� 8879（7番人気）� 12861（5番人気）
枠連票数 計 88789 的中 （2－3） 1295（15番人気）
馬連票数 計 330466 的中 �� 5660（11番人気）
馬単票数 計 293693 的中 �� 2924（23番人気）
ワイド票数 計 181143 的中 �� 4010（11番人気）�� 3453（13番人気）�� 1389（23番人気）
3連複票数 計 493795 的中 ��� 2301（38番人気）
3連単票数 計1040244 的中 ��� 979（174番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―14．6―13．4―13．5―13．0―12．5―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―39．2―52．6―1：06．1―1：19．1―1：31．6―1：44．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミノディエール �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．1 阪神3着

2010．3．6生 牝3黒鹿 母 ドレスコード 母母 ハートリーフⅡ 5戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 ストロンボリ号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 スマートジュメイラ号の騎手武幸四郎は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成25年3月2日から

平成25年3月10日まで騎乗停止。（被害馬：13番）

07014 2月24日 晴 稍重 （25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
1：21．5

不良
不良

59 タイザンホクト 牡3鹿 56 福永 祐一�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 502＋ 61：26．2 1．2�
612 メイショウドゥーマ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 61：26．3� 57．4�
510� ダノンチャコ 牝3黒鹿54 池添 謙一�ダノックス 安田 隆行 米 Dan J. Agnew 494＋ 41：27．04 13．4�
611 エアーウェーブ 牡3鹿 56 武 豊小林竜太郎氏 梅田 智之 平取 船越 伸也 B510＋ 61：27．21	 13．0	
35 ハギノブシドウ 牡3栗 56 小牧 太日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 506－ 21：27．4
 119．4

12 トップメダリスト 牡3鹿 56 熊沢 重文�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 454± 01：27．82� 53．3�
48 イセノファルコン 牡3栗 56 岩田 康誠大橋 正子氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 41：28．01� 37．4�
816 ドンレジェンド 牡3栗 56 浜中 俊山田 貢一氏 崎山 博樹 日高 日西牧場 474－ 61：28．1� 350．0
36 トゥルーピース 牝3栗 54 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 456－10 〃 クビ 11．2�
815 カイトケイラー 牡3芦 56 小林 徹弥鈴木 康弘氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 480－ 41：28．2クビ 96．1�
11 アスカノトゥーレ 牡3鹿 56 吉田 豊豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498± 0 〃 ハナ 338．8�
713 スリーマーゴーン 牡3芦 56 丹内 祐次永井商事� 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 476＋ 6 〃 ハナ 469．4�
23 プライドキッズ 牡3栗 56 大野 拓弥瀬谷 �雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 528＋ 81：28．41� 320．0�
714 ホッコーアムール 牝3青 54 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 日高 川端 正博 438－ 61：29．14 33．4�
24 イソノジャパン 牡3鹿 56 国分 恭介磯野 俊雄氏 野村 彰彦 浦河トラストスリーファーム 492－101：30．27 91．4�

（15頭）
47 テイエムクロジシ 牡3青 56 国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 466＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，042，500円 複勝： 74，986，800円 枠連： 11，169，400円
馬連： 37，036，600円 馬単： 41，022，200円 ワイド： 22，756，400円
3連複： 55，027，300円 3連単： 128，041，800円 計： 397，083，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 710円 � 230円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 660円 �� 280円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 13，980円

票 数

単勝票数 差引計 270425（返還計 641） 的中 � 190275（1番人気）
複勝票数 差引計 749868（返還計 2124） 的中 � 551066（1番人気）� 8065（8番人気）� 34535（4番人気）
枠連票数 差引計 111694（返還計 60） 的中 （5－6） 18634（2番人気）
馬連票数 差引計 370366（返還計 4485） 的中 �� 13957（6番人気）
馬単票数 差引計 410222（返還計 3704） 的中 �� 11212（10番人気）
ワイド票数 差引計 227564（返還計 4328） 的中 �� 8166（6番人気）�� 23824（2番人気）�� 1606（25番人気）
3連複票数 差引計 550273（返還計 16753） 的中 ��� 10566（13番人気）
3連単票数 差引計1280418（返還計 34393） 的中 ��� 6761（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．4―47．8―1：00．2―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイザンホクト �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 アーミジャー デビュー 2012．12．9 阪神3着

2010．2．22生 牡3鹿 母 フィールソーナイス 母母 コロニアルビユーテイ 5戦1勝 賞金 11，550，000円
〔騎手変更〕 ドンレジェンド号の騎手高倉稜は，第1競走での落馬による検査のため浜中俊に変更。
〔競走除外〕 テイエムクロジシ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
※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 ワイドエクセレント号

第１回 阪神競馬 第２日



07015 2月24日 晴 稍重 （25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 グランプリダッシュ 牡3鹿 56 田中 勝春�グランプリ 森 秀行 日高 目黒牧場 486－ 41：57．4 21．8�
11 マ ノ ワ ー ル 牡3鹿 56 福永 祐一�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448－ 2 〃 クビ 1．7�
69 ナオミノエガオ 牝3栗 54 浜中 俊塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 ハナ 18．8�
814 スナークスクリプト 牡3鹿 56 太宰 啓介杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか 嶋田牧場 B494＋ 61：57．93 163．7�
711 ブルーボリウッド 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 474± 01：58．0クビ 191．7�

58 ヴァルティカル 牡3鹿 56 岩田 康誠 	社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋16 〃 アタマ 4．3


46 キネオウィン 牡3鹿 56 吉田 豊ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 千歳 社台ファーム 494－ 4 〃 アタマ 11．0�
34 マッシヴビクトリー 牡3黒鹿56 小牧 太小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 490＋ 41：58．32 39．6�
22 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 56 国分 恭介有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 61：58．51� 6．4
610 エンデュミオン 牡3栗 56 小林 徹弥藤田 宗平氏 本間 忍 日高 日西牧場 508－101：59．13� 404．7�
33 ダンストゥナイト 牡3黒鹿56 国分 優作薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 478＋ 41：59．73� 340．3�
45 ケイキカネタヤス 牡3栗 56 熊沢 重文横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 520－141：59．91� 184．1�
57 エーブドラエモン 牡3鹿 56 大野 拓弥 �レーシングホース

ジャパン 清水 英克 新ひだか 出羽牧場 452－ 22：00．0� 125．0�
813 クモンリュウシシン 牡3青鹿56 藤田 伸二小谷津延弘氏 清水 出美 新ひだか 谷岡牧場 460＋102：02．5大差 159．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，158，700円 複勝： 61，863，900円 枠連： 10，043，400円
馬連： 38，070，900円 馬単： 34，967，100円 ワイド： 21，884，400円
3連複： 54，197，800円 3連単： 123，333，200円 計： 365，519，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 300円 � 110円 � 360円 枠 連（1－7） 1，100円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，530円 �� 510円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 64，470円

票 数

単勝票数 計 211587 的中 � 7682（6番人気）
複勝票数 計 618639 的中 � 21780（5番人気）� 422314（1番人気）� 17363（6番人気）
枠連票数 計 100434 的中 （1－7） 6749（4番人気）
馬連票数 計 380709 的中 �� 20271（6番人気）
馬単票数 計 349671 的中 �� 4836（13番人気）
ワイド票数 計 218844 的中 �� 11353（5番人気）�� 1953（20番人気）�� 11182（6番人気）
3連複票数 計 541978 的中 ��� 7084（14番人気）
3連単票数 計1233332 的中 ��� 1412（141番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．9―13．5―13．1―12．9―12．9―13．1―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―38．2―51．7―1：04．8―1：17．7―1：30．6―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．7
1
3
・（5，11，12）（1，6）13（3，7，14）（8，10）4，2－9・（9，12）（11，13）（5，6，14）1（3，8）（4，7，2）－10

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

勝馬の
紹 介

グランプリダッシュ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2013．1．26 東京5着

2010．4．25生 牡3鹿 母 グランプリムー 母母 ア ン ダ ン テ 3戦1勝 賞金 5，600，000円
〔制裁〕 マノワール号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成25年3月2日から平成25年3月

10日まで騎乗停止。（被害馬：6番・8番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クモンリュウシシン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月24日まで平地

競走に出走できない。

07016 2月24日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25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� トウショウデザイア 牡7鹿 60 白浜 雄造トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474－ 43：31．1 2．4�
44 リキアイクロフネ 牡6鹿 60 横山 義行高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 470－ 23：31．52� 3．3�
56 ジュヌドラゴン 牡6黒鹿60 平沢 健治諸江 幸祐氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 488＋ 83：31．6クビ 19．1�
710 シゲルキョクチョウ 牡5鹿 60 中村 将之森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 480－ 43：31．92 6．8�
11 テイエムブユウデン 牡6鹿 60 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 484＋163：33．17 30．3�
33 サーストンムーン 牡6鹿 60 蓑島 靖典齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 510± 03：33．41� 157．8	
813 ローンウルフ 	8栗 60 山本 康志鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド 478－ 43：34．35 6．8

68 ドラゴンハンター 牡6青鹿60 植野 貴也櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 488－ 63：34．61� 60．7�
711 オンワードシェルタ 牡7鹿 60 黒岩 悠中西 功氏 新川 恵 浦河 オンワード牧場 512± 03：35．23� 13．9�
45 � シゲルゴユウサン 牡7鹿 60 五十嵐雄祐森中 蕃氏 梅内 忍 浦河 荻伏三好フ

アーム 480－ 43：36．810 168．3
22 ドリームマイスター 牡8鹿 60 草野 太郎セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム 512－ 23：41．0大差 38．7�
69 シゲルダイセン 牡7鹿 62 田村 太雅森中 蕃氏 木原 一良 静内 岡田牧場 488＋ 23：41．31� 62．3�
57 カーペウィアム 	4鹿 59 石神 深一田上 雅春氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 446－123：45．5大差 309．3�
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売 得 金
単勝： 14，836，000円 複勝： 20，081，300円 枠連： 11，834，600円
馬連： 30，739，200円 馬単： 26，164，900円 ワイド： 16，225，700円
3連複： 50，644，700円 3連単： 93，875，600円 計： 264，402，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 310円 枠 連（4－8） 300円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 230円 �� 720円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 7，090円

票 数

単勝票数 計 148360 的中 � 50236（1番人気）
複勝票数 計 200813 的中 � 58439（1番人気）� 45722（2番人気）� 10580（6番人気）
枠連票数 計 118346 的中 （4－8） 30035（1番人気）
馬連票数 計 307392 的中 �� 53729（1番人気）
馬単票数 計 261649 的中 �� 28856（1番人気）
ワイド票数 計 162257 的中 �� 21215（1番人気）�� 5068（9番人気）�� 4780（10番人気）
3連複票数 計 506447 的中 ��� 17136（7番人気）
3連単票数 計 938756 的中 ��� 9776（19番人気）
上り 1マイル 1：47．6 4F 51．9－3F 39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→
」
�
�
10－12－3（4，1）（2，6）（13，11）－（9，8）＝5＝7
10，12，6，4，1－3，13，8－11－2＝9＝5＝7

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

勝馬の
紹 介

�トウショウデザイア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ

2006．4．29生 牡7鹿 母 タバサトウショウ 母母 サマンサトウショウ 障害：6戦2勝 賞金 28，000，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35分に変更。
〔騎手変更〕 サーストンムーン号の騎手浜野谷憲尚は，第2回中山競馬第1日第4競走での落馬負傷のため蓑島靖典に変更。
〔その他〕 シゲルダイセン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シゲルダイセン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年3月24日まで出走できない。



07017 2月24日 晴 良 （25阪神1）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20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
1：57．8
1：56．1

良
良

11 マトリックスコード 牡3栗 56 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 510 ―2：07．6 2．3�
77 メイショウエゾフジ 牡3黒鹿56 福永 祐一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 472 ― 〃 アタマ 4．3�
89 レッドジェラルド 牡3鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 橋田 満 千歳 社台ファーム 484 ―2：07．81� 7．5�
55 � バ ン デ 牡3鹿 56 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 愛 Kildaragh

Stud 504 ― 〃 クビ 17．9�
78 オウケンマグリット 牡3黒鹿56 太宰 啓介福井 明氏 牧浦 充徳 洞爺湖 メジロ牧場 496 ―2：08．01� 21．9	
33 ネオヴァンキッシュ 牡3鹿 56 池添 謙一小林 仁幸氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490 ―2：08．31	 7．9

22 ウォーターアトス 牡3栗 56 武 幸四郎山岡 良一氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 468 ―2：08．93
 113．2�
810 オ ニ ユ リ 牝3栗 54 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 440 ―2：09．43 115．4�
44 バースデイパーティ 牝3鹿 54 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 様似 富田 恭司 432 ―2：10．35 5．1
66 ヘブンズボイス 牝3鹿 54 国分 優作小林 久義氏 平田 修 新ひだか 神垣 道弘 484 ―2：10．61	 114．7�
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売 得 金
単勝： 20，625，200円 複勝： 25，965，700円 枠連： 7，781，900円
馬連： 35，811，500円 馬単： 30，333，400円 ワイド： 17，295，500円
3連複： 49，175，900円 3連単： 105，173，000円 計： 292，162，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（1－7） 390円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 200円 �� 330円 �� 430円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 206252 的中 � 72255（1番人気）
複勝票数 計 259657 的中 � 85013（1番人気）� 48877（2番人気）� 28345（4番人気）
枠連票数 計 77819 的中 （1－7） 14933（1番人気）
馬連票数 計 358115 的中 �� 54455（1番人気）
馬単票数 計 303334 的中 �� 28722（1番人気）
ワイド票数 計 172955 的中 �� 26388（1番人気）�� 12374（3番人気）�� 8684（7番人気）
3連複票数 計 491759 的中 ��� 36953（3番人気）
3連単票数 計1051730 的中 ��� 24508（4番人気）

ハロンタイム 13．5―11．7―14．0―14．0―13．1―13．1―12．7―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．2―39．2―53．2―1：06．3―1：19．4―1：32．1―1：44．0―1：55．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マトリックスコード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus 初出走

2010．2．19生 牡3栗 母 シークレットコード 母母 マジックコード 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 バンデ号の騎手藤岡佑介は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・8番・9番）
〔その他〕 オニユリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

バンデ号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔鼻出血による出走制限〕 オニユリ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年3月24日まで出走できない。

07018 2月24日 晴 良 （25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 1，800，000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

45 マンドレイク 牡3黒鹿56 小牧 太�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 476－ 61：22．3 30．1�
69 セトノフラッパー 牝3栗 54 池添 謙一難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 クビ 18．6�
44 サイモンラムセス 牡3鹿 56 武 豊澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 444＋ 41：22．4� 7．5�
56 カシノピカチュウ 牡3鹿 56 岩田 康誠柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 470＋ 6 〃 ハナ 8．7�
11 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 54 浜中 俊亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 442－ 2 〃 アタマ 63．7�
33 エールブリーズ 牡3青鹿56 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 21：22．6� 2．0	
812 マジカルビアンカ 牝3芦 54 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 440＋ 81：23．02� 21．8

813 ヒルノクオリア 牡3鹿 56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 462± 0 〃 クビ 4．1�
710 ハドソンシチー 牡3黒鹿56 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 440－ 4 〃 ハナ 42．4
57 イ キ 牡3栗 56 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480± 01：23．21	 16．0�
711 リアリティー 牝3鹿 54 小林 徹弥小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 454± 0 〃 アタマ 378．9�
22 シゲルオオカミザ 牡3栗 56 国分 恭介森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 452＋ 21：23．3クビ 45．7�
68 エ ピ カ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418－ 21：23．72� 294．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 24，132，300円 複勝： 40，141，400円 枠連： 12，717，800円
馬連： 48，112，100円 馬単： 34，168，100円 ワイド： 26，569，800円
3連複： 69，565，800円 3連単： 130，601，400円 計： 386，008，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，010円 複 勝 � 610円 � 570円 � 260円 枠 連（4－6） 4，040円

馬 連 �� 19，420円 馬 単 �� 40，480円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 2，510円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 34，210円 3 連 単 ��� 332，360円

票 数

単勝票数 計 241323 的中 � 6321（8番人気）
複勝票数 計 401414 的中 � 16069（8番人気）� 17219（7番人気）� 48222（3番人気）
枠連票数 計 127178 的中 （4－6） 2327（11番人気）
馬連票数 計 481121 的中 �� 1829（37番人気）
馬単票数 計 341681 的中 �� 623（71番人気）
ワイド票数 計 265698 的中 �� 2081（30番人気）�� 2603（26番人気）�� 3730（20番人気）
3連複票数 計 695658 的中 ��� 1501（79番人気）
3連単票数 計1306014 的中 ��� 290（527番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．3―47．1―58．3―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンドレイク �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2012．6．17 阪神4着

2010．3．30生 牡3黒鹿 母 ドリームライフ 母母 フオーワンスンマイライフ 10戦2勝 賞金 20，400，000円
※リアリティー号は，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 （25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）

500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000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

610 ローレルクラウド 牡4栗 56 浜中 俊 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 482－101：56．0 4．3�
713 メイショウサリマン 牡5栗 57 岩田 康誠松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 476± 01：56．1� 3．1�
814 トゥルーフレンド 牡4鹿 56 国分 恭介武田 茂男氏 野村 彰彦 むかわ ヤマイチ牧場 480＋ 21：56．2� 4．6�
46 ルスナイスナイパー 牡4栗 56 飯田 祐史�髙昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 450－ 41：56．3� 12．8�
47 チキリリキオー 牡4黒鹿56 国分 優作ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム 484－ 21：56．4クビ 31．6	
59 � マイネルボンド 牡4青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B490－ 2 〃 ハナ 71．6

23 クラウドチェンバー 牡4鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 464－121：56．6� 5．9�
22 エーシンハッブル 牡4青 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 鳥谷 勝彦 498＋ 6 〃 アタマ 31．6�
611 ブライテストソード 	4栗 56 川田 将雅 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474± 01：57．45 16．2
712 ステージナーヴ 牡4黒鹿56 武 豊 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 436＋ 2 〃 ハナ 21．4�
35 リバークリーク 牡5栗 57 熊沢 重文河越 武治氏 作田 誠二 新冠 渕瀬フアーム 514－ 21：57．61
 283．7�
34 ボンジュールエール 牡4栗 56 藤岡 佑介田中善次郎氏 高木 登 新ひだか 前川 正美 478－ 81：57．81 96．6�
815� トーセンロマネ 牡7栗 57

54 ▲長岡 禎仁島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 434－161：58．11� 358．1�
58 � トウショウレイザー 牡5鹿 57 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B470± 01：59．05 74．6�
11 スーパーボルト 	4栗 56 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 510－ 81：59．1クビ 52．0�
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売 得 金
単勝： 22，355，100円 複勝： 37，420，200円 枠連： 16，431，800円
馬連： 49，835，200円 馬単： 31，966，400円 ワイド： 26，572，800円
3連複： 71，259，900円 3連単： 117，588，000円 計： 373，429，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 290円 �� 370円 �� 220円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 4，890円

票 数

単勝票数 計 223551 的中 � 41380（2番人気）
複勝票数 計 374202 的中 � 65862（2番人気）� 86798（1番人気）� 62509（3番人気）
枠連票数 計 164318 的中 （6－7） 27332（1番人気）
馬連票数 計 498352 的中 �� 48571（2番人気）
馬単票数 計 319664 的中 �� 14456（4番人気）
ワイド票数 計 265728 的中 �� 22386（2番人気）�� 16549（3番人気）�� 32820（1番人気）
3連複票数 計 712599 的中 ��� 57210（1番人気）
3連単票数 計1175880 的中 ��� 17771（4番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―14．0―12．6―12．6―12．8―12．6―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―39．5―52．1―1：04．7―1：17．5―1：30．1―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルクラウド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．2．11 東京1着

2009．1．31生 牡4栗 母 ナ ミ ビ ア 母母 Going Ashore 7戦2勝 賞金 21，700，000円
※クラウドチェンバー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07020 2月24日 晴 良 （25阪神1）第2日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：32．0
1：30．7

良
良

812 ピュアソウル 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：36．5 23．6�
11 タガノリバレンス 牡4鹿 57 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 41：36．71� 2．6�
68 スマッシュスマイル 牡5栃栗57 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 500＋ 61：36．8クビ 3．8�
44 ユースティティア 牝5青鹿55 浜中 俊前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 476＋ 61：37．01� 14．2�
67 マイネルオラシオン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 むかわ 市川牧場 468－ 2 〃 ハナ 101．5	
710	 メイショウテッサイ 牡5鹿 57 武 豊松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 500＋ 61：37．1クビ 10．9

55 
 スナイプビッド 牡5鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. B496± 01：37．31� 3．5�
33 ドラゴネッティ 牡4黒鹿57 四位 洋文吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 454－ 81：37．4クビ 19．9�
22 ケイツークロート 牝4栗 55 国分 優作楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム 462－ 21：37．61� 282．3
811	 スリーロビンソン 牡5青 57 国分 恭介永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 446－ 31：37．81� 398．2�
79 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 池添 謙一�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 432－ 6 〃 ハナ 24．8�
56 	 トーセンサイレンス 牡5黒鹿57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B456－ 41：37．9� 192．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，546，400円 複勝： 38，314，600円 枠連： 14，636，200円
馬連： 60，857，000円 馬単： 42，051，900円 ワイド： 28，845，600円
3連複： 75，681，600円 3連単： 153，620，000円 計： 442，553，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 350円 � 130円 � 160円 枠 連（1－8） 3，120円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 11，450円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，270円 �� 250円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 48，060円

票 数

単勝票数 計 285464 的中 � 9554（7番人気）
複勝票数 計 383146 的中 � 19762（7番人気）� 100944（1番人気）� 67195（3番人気）
枠連票数 計 146362 的中 （1－8） 3472（11番人気）
馬連票数 計 608570 的中 �� 11761（15番人気）
馬単票数 計 420519 的中 �� 2712（32番人気）
ワイド票数 計 288456 的中 �� 5137（17番人気）�� 5009（18番人気）�� 35591（2番人気）
3連複票数 計 756816 的中 ��� 11826（16番人気）
3連単票数 計1536200 的中 ��� 2359（142番人気）

ハロンタイム 13．5―11．9―12．3―12．3―12．3―11．5―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．5―25．4―37．7―50．0―1：02．3―1：13．8―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピュアソウル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2011．10．8 京都2着

2009．2．25生 牡4鹿 母 ヒストリックスター 母母 ベ ガ 11戦2勝 賞金 15，000，000円



07021 2月24日 晴 良 （25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 （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1，150万円毎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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：10．0

良
良

77 ナリタパイレーツ 牡3鹿 56 小牧 太�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 430－ 22：16．3 12．0�
66 ラストインパクト 牡3青鹿56 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 02：16．51� 2．5�
22 スペキュレイター 牡3鹿 56 浜中 俊加藤 千豊氏 木原 一良 新冠 ラツキー牧場 482± 02：16．92	 53．2�
44 ブレークビーツ 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 クビ 17．2�
88 マウイノカオイ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 474＋ 22：17．21
 3．7�
55 ラ キ シ ス 牝3鹿 54 岩田 康誠大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450－142：17．41� 6．9	
33 プライドイズメシア 牡3鹿 56 四位 洋文三枝 栄二氏 昆 貢 浦河 バンブー牧場 502－ 42：17．61	 4．8

11 サンガヴィーノ 牡3栗 56 藤田 伸二有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 468± 02：18．13 13．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 41，321，800円 複勝： 49，760，600円 枠連： 発売なし
馬連： 93，872，500円 馬単： 59，310，700円 ワイド： 32，670，700円
3連複： 95，451，300円 3連単： 262，510，800円 計： 634，898，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 300円 � 130円 � 960円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 570円 �� 4，210円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 12，580円 3 連 単 ��� 74，030円

票 数

単勝票数 計 413218 的中 � 27263（5番人気）
複勝票数 計 497606 的中 � 38004（6番人気）� 148922（1番人気）� 9356（8番人気）
馬連票数 計 938725 的中 �� 48756（5番人気）
馬単票数 計 593107 的中 �� 12148（18番人気）
ワイド票数 計 326707 的中 �� 15240（6番人気）�� 1815（28番人気）�� 5032（20番人気）
3連複票数 計 954513 的中 ��� 5604（35番人気）
3連単票数 計2625108 的中 ��� 2617（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．4―37．7―51．3―1：04．4―1：16．5―1：29．6―1：41．6―1：53．2―2：04．5

コーナー
通過順位

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

2
4
7，6（4，5）3（2，8）1
7，6，5（4，3）（2，1）8

勝馬の
紹 介

ナリタパイレーツ �

父 ジャングルポケット �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．12．24 阪神6着

2010．4．6生 牡3鹿 母 ナリタジューン 母母 オースミリンド 4戦2勝 賞金 25，482，000円
〔騎手変更〕 ナリタパイレーツ号の騎手高倉稜は，第1競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
〔制裁〕 スペキュレイター号の騎手浜中俊は，決勝線手前での御法について過怠金100，000円。

07022 2月24日 晴 良 （25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 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下，24．2．25以降25．2．17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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

55 フレイムオブピース 牡4黒鹿56 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468± 01：51．9 2．7�
33 � エアハリファ 牡4鹿 57 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 478＋101：52．0� 2．2�
67 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿54 太宰 啓介深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 524＋ 41：52．42� 46．5�
811 ジョーメテオ 牡7鹿 55 岩田 康誠上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 518＋ 41：52．61 8．5�
79 ヴィンテージイヤー 牡4鹿 55 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B522＋ 41：52．91	 30．3	
810 ヴァンヌーヴォー 牡4鹿 55 武 幸四郎 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496＋ 4 〃 アタマ 14．2

11 バトードール 牡6栗 57 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 B528＋ 81：53．0� 7．4�
66 アグネスアンカー 牡7鹿 53 秋山真一郎渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 B542－ 2 〃 アタマ 94．0�
22 
 ダ イ バ ク フ 牡8鹿 53 吉田 豊柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 506＋181：53．1クビ 187．9
44 アッシュール 牡6鹿 52 国分 恭介吉田 勝己氏 沖 芳夫 新冠 富本 茂喜 478± 01：54．37 134．7�
78 グッドカレラ 牡6青 54 国分 優作杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 526＋121：55．57 34．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，204，700円 複勝： 65，893，000円 枠連： 25，671，800円
馬連： 114，526，700円 馬単： 75，169，100円 ワイド： 43，826，000円
3連複： 141，370，700円 3連単： 336，542，400円 計： 845，204，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 110円 � 620円 枠 連（3－5） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，350円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 10，460円

票 数

単勝票数 計 422047 的中 � 126857（2番人気）
複勝票数 計 658930 的中 � 156323（2番人気）� 229308（1番人気）� 13938（8番人気）
枠連票数 計 256718 的中 （3－5） 72958（1番人気）
馬連票数 計1145267 的中 �� 329397（1番人気）
馬単票数 計 751691 的中 �� 92798（2番人気）
ワイド票数 計 438260 的中 �� 100950（1番人気）�� 6240（17番人気）�� 7496（14番人気）
3連複票数 計1413707 的中 ��� 35807（10番人気）
3連単票数 計3365424 的中 ��� 23760（32番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．5―12．5―12．1―12．0―12．2―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．8―50．3―1：02．4―1：14．4―1：26．6―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フレイムオブピース �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 東京1着

2009．5．26生 牡4黒鹿 母 ブローザキャンドル 母母 メイクアウイッシュ 13戦4勝 賞金 48，643，000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 （25阪神1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第57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，24．2．25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，24．2．24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 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．9
1：19．0

良
良

23 ロードカナロア 牡5鹿 58 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 502＋ 81：21．0 1．6�
12 � マジンプロスパー 牡6栗 56 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 516－ 61：21．1	 7．9�
36 オ リ ー ビ ン 牡4栗 56 川田 将雅吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 476＋ 61：21．2クビ 79．6�
11 サ ン カ ル ロ 牡7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 516＋10 〃 クビ 8．8�
47 シュプリームギフト 牝5青鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 21：21．3
 132．5	
59 スギノエンデバー 牡5鹿 56 北村 友一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 460－ 21：21．51 75．2

48 アプリコットフィズ 牝6黒鹿54 四位 洋文 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 110．5�
816 フラガラッハ 牡6鹿 56 小牧 太 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 4 〃 ハナ 61．0�
612 エピセアローム 牝4栃栗55 武 豊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480± 01：21．6クビ 9．6
713 レオアクティブ 牡4栗 56 藤田 伸二田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 464± 01：21．7
 45．9�
35 ブライトライン 牡4青 56 浜中 俊�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 526＋ 6 〃 クビ 20．7�
611� オセアニアボス 牡8青鹿56 国分 優作�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B502± 0 〃 ハナ 179．0�
24 クィーンズバーン 牝5黒鹿54 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 452± 01：21．91
 24．7�
510 ミ ト ラ �5黒鹿56 大野 拓弥吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508－ 21：22．21	 12．1�
714 インプレスウィナー 牡6青 56 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 448－ 61：22．3クビ 231．8�
815 シゲルスダチ 牡4芦 56 池添 謙一森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 432－ 41：23．25 192．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 178，096，500円 複勝： 366，907，700円 枠連： 115，469，000円
馬連： 543，551，600円 馬単： 382，220，000円 ワイド： 213，328，700円
3連複： 819，382，600円 3連単： 2，059，495，900円 計： 4，678，452，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 910円 枠 連（1－2） 260円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，330円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 20，500円

票 数

単勝票数 計1780965 的中 � 918819（1番人気）
複勝票数 計3669077 的中 � 2173133（1番人気）� 315375（2番人気）� 40955（10番人気）
枠連票数 計1154690 的中 （1－2） 328433（1番人気）
馬連票数 計5435516 的中 �� 689992（2番人気）
馬単票数 計3822200 的中 �� 334511（3番人気）
ワイド票数 計2133287 的中 �� 236526（1番人気）�� 36261（15番人気）�� 12250（33番人気）
3連複票数 計8193826 的中 ��� 85653（19番人気）
3連単票数 計20594959 的中 ��� 74152（58番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―11．2―11．6―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．4―45．6―57．2―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードカナロア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2010．12．5 小倉1着

2008．3．11生 牡5鹿 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー 13戦8勝 賞金 346，754，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔騎手変更〕 フラガラッハ号の騎手高倉稜は，第1競走での落馬負傷のため小牧太に変更。
〔発走状況〕 ミトラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）25頭 アドマイヤコマンド号・ウエストエンド号・ウォータールルド号・エーシンホワイティ号・キョウエイストーム号・

キングレオポルド号・ゴールスキー号・サクラアドニス号・サドンストーム号・サンディエゴシチー号・
スタッドジェルラン号・セイクレットレーヴ号・ゼロス号・タイセイシュバリエ号・ナガラオリオン号・
ニシノビークイック号・パワーストラグル号・フリソ号・ホワイトピルグリム号・マイネルラクリマ号・ムクドク号・
メイショウデイム号・メジャーアスリート号・メダリアビート号・ルナキッズ号

07024 2月24日 晴 良 （25阪神1）第2日 第12競走 ��
��1，200�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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．7

重
重

48 ワンダースピンドル 牡5黒鹿57 武 豊山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 486－ 41：11．9 4．8�
816 ヤマノサファイア 牡5栗 57 国分 優作澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 444± 0 〃 クビ 13．2�
612 シゲルシゲザネ 牡6鹿 57 秋山真一郎森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 474＋ 21：12．0クビ 22．3�
510� エスケープマジック 牡5鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 クビ 7．3�
24 エーシンブランコス 牡4芦 57 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 426－ 21：12．2	 4．2	
23 キンシザイル 牡4鹿 57 浜中 俊若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 488－ 2 〃 ハナ 3．3

815 テイエムシシオー 牡4黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 476＋ 61：12．3	 16．2�
12 コ ラ ン ダ ム 牡4栗 57 大野 拓弥山上 和良氏 牧田 和弥 日高 千葉飯田牧場 498－121：12．4クビ 77．2�
36 � ノベンバーペガサス 牝5黒鹿55 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 476－ 61：12．61
 56．1
611 リッカコウユウ 牝7鹿 55 小牧 太立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 454－ 41：12．91	 305．7�
35 ジャスティシア 牝4鹿 55 藤岡 佑介�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 442－ 6 〃 ハナ 52．2�
47 ローレルボルケーノ 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 528± 01：13．0クビ 54．3�
59 カンファーネオ 牡6鹿 57 太宰 啓介楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 496± 01：13．1
 202．1�
11 メイショウカルロ 牡5鹿 57 石橋 守松本 好�氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 452－101：13．2	 13．8�
714 カネトシミント 牡4黒鹿57 田中 勝春兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 490－ 81：13．62
 82．8�
713 ラインオブナイト 牡7鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 520－ 21：15．4大差 28．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，593，800円 複勝： 80，477，700円 枠連： 48，078，800円
馬連： 149，722，800円 馬単： 80，794，300円 ワイド： 59，028，700円
3連複： 206，291，600円 3連単： 379，526，500円 計： 1，055，514，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 410円 � 480円 枠 連（4－8） 1，480円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，320円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 15，790円 3 連 単 ��� 72，980円

票 数

単勝票数 計 515938 的中 � 85017（3番人気）
複勝票数 計 804777 的中 � 119830（3番人気）� 47979（5番人気）� 40312（7番人気）
枠連票数 計 480788 的中 （4－8） 24029（5番人気）
馬連票数 計1497228 的中 �� 32259（13番人気）
馬単票数 計 807943 的中 �� 10566（19番人気）
ワイド票数 計 590287 的中 �� 10160（18番人気）�� 11124（15番人気）�� 5900（29番人気）
3連複票数 計2062916 的中 ��� 9642（51番人気）
3連単票数 計3795265 的中 ��� 3838（240番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―12．1―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．5―46．6―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．4
3 ・（3，13）7，10，2，4－（8，5）（12，6）（11，14）（16，15）1－9 4 3，13（7，10）4，2，8－12（5，6）（16，15，14）11，1－9

勝馬の
紹 介

ワンダースピンドル �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー 2011．3．20 阪神4着

2008．4．24生 牡5黒鹿 母 ワンダーエスセーナ 母母 ワンダーヒロイン 18戦4勝 賞金 44，000，000円
〔騎手変更〕 ヤマノサファイア号の騎手高倉稜は，第1競走での落馬負傷のため国分優作に変更。

４レース目



（25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
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 156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

263，920，000円
5，590，000円
1，440，000円
24，320，000円
59，073，000円
4，902，600円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
487，700，000円
897，496，400円
282，713，600円
1，235，182，700円
867，537，400円
527，118，600円
1，737，428，700円
3，994，333，000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 10，029，510，400円

総入場人員 16，489名 （有料入場人員 15，557名）
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