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07001 2月24日 晴 良 （30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
1：08．8
1：08．7

重
重

714� ツブラナヒトミ 牡3栗 56 幸 英明加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.
Hertrich III 486＋ 21：13．4 2．3�

816 グランディスカーペ 牡3黒鹿56 岩田 康誠小田 吉男氏 安達 昭夫 新冠 アラキフアーム 458＋ 41：13．72 5．2�
11 クリノヴィグラス 牡3栗 56 高倉 稜栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 466－ 21：14．01� 8．2�
35 ビッグウェーブ 牡3鹿 56 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 浦河 杵臼牧場 470－ 61：14．1� 7．5�
12 ハルキストン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 440－ 41：14．2クビ 18．2�
36 ネオブラスト 牡3黒鹿56 和田 竜二杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 430＋ 41：14．52 47．8	
24 トウケイアインマル 牡3鹿 56 佐藤 友則木村 信彦氏 沖 芳夫 新ひだか 坂本 智広 462－ 61：14．71 101．9


（笠松）

713 アイファーブレーヴ 牡3黒鹿56 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 462－ 2 〃 クビ 23．3�
611 カープギャル 牝3鹿 54 畑端 省吾西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470± 01：15．33	 352．8�
59 タ ガ ノ ユ イ 牝3栗 54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434 ―1：15．61� 102．6
47 リーゼントアイリス 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 414－ 21：15．81
 17．0�
23 タマモフラッシュ 牡3黒鹿56 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 460＋ 21：16．12 5．8�
612 シェルセリーヌ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 渡辺 薫彦 浦河 大島牧場 410± 01：16．31	 440．6�

48 アイファーエーワン 牡3栗 56 大山 真吾中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 410＋ 81：16．72	 499．6�
（兵庫）

815 ドンナマニーフィカ 牝3鹿 54 松山 弘平加藤 徹氏 荒川 義之 新冠 大栄牧場 466＋ 81：18．08 205．1�
510 タガノアエラス 牡3栗 56 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 494 ―1：19．06 171．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，923，800円 複勝： 38，075，300円 枠連： 11，270，000円
馬連： 43，786，200円 馬単： 21，436，300円 ワイド： 34，276，500円
3連複： 63，793，800円 3連単： 72，103，200円 計： 306，665，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 150円 � 180円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 240円 �� 360円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，640円

票 数

単勝票数 計 219238 的中 � 73756（1番人気）
複勝票数 計 380753 的中 � 130737（1番人気）� 56992（2番人気）� 39845（4番人気）
枠連票数 計 112700 的中 （7－8） 18547（1番人気）
馬連票数 計 437862 的中 �� 66237（1番人気）
馬単票数 計 214363 的中 �� 19502（1番人気）
ワイド票数 計 342765 的中 �� 39719（1番人気）�� 23765（3番人気）�� 14552（6番人気）
3連複票数 計 637938 的中 ��� 47063（1番人気）
3連単票数 計 721032 的中 ��� 14322（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．8―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．9―23．9―35．7―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ツブラナヒトミ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2017．11．5 京都14着

2015．5．2生 牡3栗 母 Always Auditioning 母母 Nawal 4戦1勝 賞金 7，600，000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〕 タガノアエラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月24日まで平地競

走に出走できない。
ドンナマニーフィカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 キッチンウイッチ号・バトルハヤバセ号・ヒルノコルドバ号
（非抽選馬） 1頭 トリニティハート号
※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。

07002 2月24日 晴 良 （30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

59 ニホンピロレスター 牡3黒鹿56 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476－ 61：56．5 4．7�
23 セイリスペクト 牡3黒鹿56 松山 弘平金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 472－ 81：57．35 79．1�
11 キンショーヘニー 牡3芦 56 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 492－ 21：57．61� 1．3�
814 フ ク キ タ ル 牝3黒鹿54 C．ルメール 佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 432－12 〃 クビ 6．9�
46 ボ ン テ ン 牡3鹿 56 �島 良太田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ

アーム 442－ 81：58．13 372．1�
712 ノーボーダー 牡3栗 56 和田 竜二林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 480－ 4 〃 クビ 27．7�
58 サイモンバイタル 牡3鹿 56 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 450± 0 〃 アタマ 42．4	
34 コンノートヒューズ 牡3栗 56 松田 大作浜野順之助氏 谷原 義明 新冠 石郷岡 雅樹 502－ 41：58．31� 164．7

22 マイネルリノセロス 牡3栗 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 西村 和夫 454－ 51：58．51� 165．1�
47 ヒ ダ ル マ 牡3鹿 56 大山 真吾冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 464＋ 9 〃 ハナ 34．2

（兵庫）

713 プ ロ ロ ー グ 牝3鹿 54
53 ☆加藤 祥太山口 裕介氏 松永 康利 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466－141：58．92� 155．3�
611 マイネルジュニパー 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 久詞 日高 木村牧場 478± 01：59．21� 61．0�

35 クレバーレディー 牝3栗 54
51 ▲三津谷隼人増山 武志氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 450－10 〃 クビ 277．4�

610 ショウナンラーゼン 牡3栃栗56 佐藤 友則国本 哲秀氏 高野 友和 登別 青藍牧場 460－ 21：59．62� 59．3�
（笠松）

815 コパノロビンソン 牡3黒鹿56 岩田 康誠小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 430－ 22：00．23� 80．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，768，300円 複勝： 113，004，400円 枠連： 11，153，100円
馬連： 40，570，100円 馬単： 29，564，000円 ワイド： 32，733，800円
3連複： 65，299，900円 3連単： 115，331，400円 計： 433，425，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 120円 � 360円 � 100円 枠 連（2－5） 9，840円

馬 連 �� 11，820円 馬 単 �� 17，590円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 140円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 50，790円

票 数

単勝票数 計 257683 的中 � 43725（2番人気）
複勝票数 計1130044 的中 � 80188（2番人気）� 11625（7番人気）� 914360（1番人気）
枠連票数 計 111531 的中 （2－5） 878（16番人気）
馬連票数 計 405701 的中 �� 2660（20番人気）
馬単票数 計 295640 的中 �� 1260（31番人気）
ワイド票数 計 327338 的中 �� 4683（16番人気）�� 86450（1番人気）�� 8873（7番人気）
3連複票数 計 652999 的中 ��� 20790（6番人気）
3連単票数 計1153314 的中 ��� 1646（119番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―14．3―13．8―13．4―13．2―12．8―12．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―38．9―52．7―1：06．1―1：19．3―1：32．1―1：44．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロレスター �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー 2017．11．25 京都4着

2015．4．24生 牡3黒鹿 母 ニホンピロガレット 母母 ニホンピロポリーナ 5戦1勝 賞金 9，900，000円
※クレバーレディー号・ボンテン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

第１回 阪神競馬 第１日



07003 2月24日 晴 良 （30阪神1）第1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
1：08．8
1：08．7

重
重

815 トラベリング 牡3栗 56 C．ルメール �グリーンファーム高橋 亮 千歳 社台ファーム 492 ―1：13．2 2．0�
59 メイショウテツワン 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 494 ―1：13．62� 3．0�
35 ニホンピロマドン 牡3鹿 56 �島 良太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 522 ―1：14．34 10．2�
714 ウォーターナイト 牡3青鹿56 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 506 ―1：14．62 25．3�
12 モンテルース 牝3黒鹿54 藤懸 貴志	髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 466 ―1：14．81� 114．9

612 コパノジャッキー 牡3栗 56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 482 ―1：14．9クビ 14．4�
713 メイショウワザモノ 牡3芦 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 日高 白井牧場 436 ―1：15．43 23．6�
48 ウォーターキラキラ 牝3黒鹿54 岡田 祥嗣山岡 正人氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 438 ―1：15．61� 36．0
23 シルヴァーヌス 牡3青鹿56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444 ―1：16．02� 97．1�
611 クイーンステッラ 牝3黒鹿54 大山 真吾ライオンレースホース� 飯田 雄三 新ひだか 片岡 博 476 ―1：16．1� 314．5�

（兵庫）

47 ラ ヴ ノ ッ ト 牝3鹿 54 川田 将雅 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 浦河 大北牧場 478 ―1：16．2� 9．7�

36 ニホンピロアリエタ 牝3鹿 54 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 佐竹 学 484 ― 〃 アタマ 257．9�
510 マロンパンナ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太德永冨士夫氏 村山 明 日高 長谷部牧場 486 ―1：17．26 84．9�
816 アイアンオオナミ 牝3鹿 54 国分 恭介池上 一馬氏 服部 利之 新ひだか 原口牧場 418 ―1：18．26 215．4�
24 トレジャーガール 牝3青鹿54 太宰 啓介長塩 豊氏 飯田 祐史 浦河 南部 功 422 ―1：18．51� 393．4�
11 メイショウエクボ 牝3栗 54 畑端 省吾松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 松栄牧場 370 ―1：22．2大差 244．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，476，100円 複勝： 28，603，700円 枠連： 10，221，300円
馬連： 37，763，700円 馬単： 20，548，600円 ワイド： 26，449，600円
3連複： 50，004，300円 3連単： 65，092，900円 計： 264，160，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 160円 �� 410円 �� 430円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 3，080円

票 数

単勝票数 計 254761 的中 � 100098（1番人気）
複勝票数 計 286037 的中 � 84599（1番人気）� 74560（2番人気）� 24127（4番人気）
枠連票数 計 102213 的中 （5－8） 21851（1番人気）
馬連票数 計 377637 的中 �� 90941（1番人気）
馬単票数 計 205486 的中 �� 26330（1番人気）
ワイド票数 計 264496 的中 �� 55886（1番人気）�� 13834（4番人気）�� 13210（5番人気）
3連複票数 計 500043 的中 ��� 37703（2番人気）
3連単票数 計 650929 的中 ��� 15294（3番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．9―12．3―12．2―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラベリング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Sea of Secrets 初出走

2015．4．17生 牡3栗 母 シークレットジプシー 母母 Miss Utada 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレジャーガール号・メイショウエクボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30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17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 ヴィオラフォンス号・エイシンレディバグ号・ギラーミン号・キンショーウタヒメ号・クリノジョヴァンナ号・

サウンズグレイト号・スコータイ号・セルリアンユウガ号・セルリアンラグバ号・ナンクルナイサー号・ヒミコ号・
ブライティアサンバ号・ボナリー号・マリエット号・メイショウオオクラ号・ヤマニンミレーレ号・ワンモアバイト号

※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。

07004 2月24日 晴 良 （30阪神1）第1日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （芝・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
1：57．6
1：56．1

良
良

78 アルムフォルツァ 牡3黒鹿56 武 豊﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454＋102：00．4 2．5�

810 コマノジャスパ 牡3黒鹿 56
55 ☆加藤 祥太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 426－ 42：00．5� 39．8�

811 ディープインラヴ 牡3鹿 56 岩田 康誠�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 472± 0 〃 クビ 4．9�

44 サトノエターナル 牡3鹿 56 C．ルメール �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 432＋ 22：01．35 1．8�
67 グ ラ ッ パ 牡3黒鹿56 松山 弘平畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 422－ 62：02．57 41．7�
33 マイネルアーリー 牡3黒鹿56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 武田牧場 498± 02：02．6� 84．8	
11 ディヴィナライン 牝3栗 54 松田 大作吉澤 克己氏 奥村 豊 浦河 辻 牧場 B458－122：03．23� 100．3

55 ニシノラヴコール 牝3黒鹿54 幸 英明西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 440± 02：03．3� 24．5�
66 テイエムユキヒョウ 牝3芦 54

51 ▲三津谷隼人竹園 正繼氏 福島 信晴 新冠 タニグチ牧場 442－122：03．51� 349．9�
79 ヤマニンフェイト �3青鹿56 藤懸 貴志土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 376－ 22：03．92� 455．0
22 コンファーメント 牡3鹿 56 酒井 学 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 62：04．75 121．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，383，800円 複勝： 76，711，100円 枠連： 9，758，700円
馬連： 45，189，700円 馬単： 32，310，200円 ワイド： 28，859，800円
3連複： 68，970，800円 3連単： 146，316，500円 計： 443，500，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 1，080円 � 250円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 4，620円 馬 単 �� 7，260円

ワ イ ド �� 880円 �� 210円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 22，640円

票 数

単勝票数 計 353838 的中 � 110781（2番人気）
複勝票数 計 767111 的中 � 177895（2番人気）� 13278（6番人気）� 75486（3番人気）
枠連票数 計 97587 的中 （7－8） 15978（3番人気）
馬連票数 計 451897 的中 �� 7578（9番人気）
馬単票数 計 323102 的中 �� 3336（15番人気）
ワイド票数 計 288598 的中 �� 7385（9番人気）�� 43894（3番人気）�� 5756（11番人気）
3連複票数 計 689708 的中 ��� 12328（11番人気）
3連単票数 計1463165 的中 ��� 4685（54番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．2―12．5―12．1―12．2―12．4―12．3―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．5―35．7―48．2―1：00．3―1：12．5―1：24．9―1：37．2―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルムフォルツァ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2017．9．24 阪神2着

2015．3．26生 牡3黒鹿 母 タガノスティード 母母 セプテンバーソング 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ディヴィナライン号の騎手松田大作は，負担重量について注意義務を怠り戒告。

サトノエターナル号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・7番）
ディープインラヴ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒
告。（被害馬：3番・7番）



07005 2月24日 晴 良 （30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20分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

33 グ リ ム 牡3芦 56 幸 英明 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 新ひだか 服部 牧場 496＋ 41：24．5 12．3�

78 � コパノキッキング �3黒鹿56 川須 栄彦小林 祥晃氏 村山 明 米 Reiley
McDonald 462± 01：24．71	 1．5�

22 エングローサー 牡3鹿 56 福永 祐一中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 488＋101：25．33	 5．7�
89 エンジェルウィング 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 524＋ 61：25．83 16．2�
55 ブルベアルッコラ 牡3鹿 56 太宰 啓介 �ブルアンドベア 渡辺 薫彦 日高 中前牧場 472＋ 21：25．9
 33．0	
66 � カ ミ ノ コ 牡3青鹿56 武 豊門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 458－ 41：26．1
 6．7

44 マイネルレヴリー 牡3鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 武田 修一 448－ 41：26．63 77．4�
11 マッスルマサムネ 牡3鹿 56 C．ルメール 塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋ 41：26．7
 13．0�
77 ガウラミディ 牝3栗 54 高倉 稜村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 502－ 2 〃 ハナ 295．9
810� ディーエスパースン 牡3栗 56 佐藤 友則武仲 勝氏 井上 孝彦 新ひだか グランド牧場 488＋ 41：27．01
 400．0�

（笠松） （笠松）

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，805，900円 複勝： 97，606，300円 枠連： 8，881，900円
馬連： 54，513，500円 馬単： 36，645，100円 ワイド： 39，771，300円
3連複： 70，465，200円 3連単： 139，907，200円 計： 488，596，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 180円 � 110円 � 150円 枠 連（3－7） 730円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 300円 �� 670円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 13，600円

票 数

単勝票数 計 408059 的中 � 26531（4番人気）
複勝票数 計 976063 的中 � 54120（4番人気）� 633125（1番人気）� 75554（3番人気）
枠連票数 計 88819 的中 （3－7） 9419（3番人気）
馬連票数 計 545135 的中 �� 63031（3番人気）
馬単票数 計 366451 的中 �� 11002（9番人気）
ワイド票数 計 397713 的中 �� 33242（3番人気）�� 12794（10番人気）�� 57297（1番人気）
3連複票数 計 704652 的中 ��� 45962（3番人気）
3連単票数 計1399072 的中 ��� 7455（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．9―48．4―1：00．7―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ リ ム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．12．9 阪神3着

2015．4．28生 牡3芦 母 ブランシュネージュ 母母 フックライン 4戦2勝 賞金 14，000，000円
※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。

07006 2月24日 晴 良 （30阪神1）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走12時50分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

48 ナムラシンウチ 牡4鹿 56 大山 真吾奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 B520－ 61：54．0 45．2�
（兵庫）

612 グランセノーテ 牡5栗 57 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 540－ 41：54．21	 5．0�
816 イルフォーコン 牡5黒鹿57 M．デムーロ H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 460－ 41：54．3	 3．0�
510 アドマイヤプリヴ 牡4青鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 クビ 4．2�
713
 マテラヴィクトリー 牡5栗 57 岡田 祥嗣大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Boolteenagh

Bloodstock 500＋141：54．93	 27．4�
12 カフジナイサー 牡5黒鹿 57

56 ☆荻野 極加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 484－ 21：55．32	 15．4�
714
 ソニックアロー 牡4栗 56 松山 弘平大野 照旺氏 浜田多実雄 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

534± 0 〃 ハナ 32．9	
47 � ヤマカツリーダー �5黒鹿57 酒井 学山田 和夫氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：55．72	 97．3

23 シンゼンムサシ 牡4黒鹿56 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 460＋201：55．91 11．3�
611 ロッキーバローズ 牡4鹿 56 佐藤 友則猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 514－ 41：56．0� 18．2�

（笠松）

59 ワールドレジェンド 牡6栗 57 幸 英明菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 佐藤 信広 B488± 01：56．1クビ 12．4
815 ワンダーウマス 牡4鹿 56 高倉 稜山本 能成氏 佐藤 正雄 新ひだか 白井 吉美 484－ 41：56．31	 26．5�
11 ラハトケレブ 牡5鹿 57 和田 竜二永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 ハナ 19．2�
35 � ブレイジンフェザー 牡5黒鹿57 川須 栄彦野田 善己氏 渡辺 薫彦 新ひだか フジワラフアーム B470－101：56．4	 459．7�
36 � ツーエムブルーム 牡4黒鹿56 水口 優也水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 平取 北島牧場 B530－ 6 〃 ハナ 286．3�
24 � アイファーショコラ 牝4栗 54

51 ▲三津谷隼人中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 416－ 41：57．03	 739．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，599，000円 複勝： 41，437，300円 枠連： 15，897，300円
馬連： 56，982，300円 馬単： 26，012，600円 ワイド： 41，659，100円
3連複： 79，035，600円 3連単： 89，144，700円 計： 379，767，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，520円 複 勝 � 800円 � 210円 � 150円 枠 連（4－6） 6，530円

馬 連 �� 9，420円 馬 単 �� 24，020円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 2，080円 �� 420円

3 連 複 ��� 9，090円 3 連 単 ��� 79，390円

票 数

単勝票数 計 295990 的中 � 5233（12番人気）
複勝票数 計 414373 的中 � 9565（12番人気）� 51393（3番人気）� 92817（1番人気）
枠連票数 計 158973 的中 （4－6） 1886（19番人気）
馬連票数 計 569823 的中 �� 4687（31番人気）
馬単票数 計 260126 的中 �� 812（71番人気）
ワイド票数 計 416591 的中 �� 4127（30番人気）�� 4882（26番人気）�� 27907（2番人気）
3連複票数 計 790356 的中 ��� 6514（31番人気）
3連単票数 計 891447 的中 ��� 814（241番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．2―12．8―13．1―13．2―12．9―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．8―49．6―1：02．7―1：15．9―1：28．8―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラシンウチ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2017．1．21 京都9着

2014．4．19生 牡4鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 11戦2勝 賞金 13，000，000円
〔制裁〕 イルフォーコン号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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。



07007 2月24日 晴 良 （30阪神1）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

35 デロングスター 牝4栗 55 川田 将雅 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460－ 61：25．2 3．3�
612 タガノヴィアーレ 牝5栗 55 和田 竜二八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 534＋ 61：25．83� 4．6�
48 スズカモナミ 牝4鹿 55 C．ルメール 永井 啓弍氏 吉村 圭司 浦河 辻 牧場 418－ 61：25．9� 4．0�
59 ティーティクイーン 牝4鹿 55

54 ☆荻野 極ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 464＋141：26．0クビ 287．0�
713 トラストマヴィア 牝5黒鹿55 小牧 太菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 492－ 4 〃 アタマ 13．4�
815 ピアレスピンク 牝6黒鹿55 武 豊 	ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 502＋ 2 〃 クビ 18．0

510 サイモンミラベル 牝4栗 55 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 464＋ 81：26．1クビ 36．2�
816� パンツァネッラ 牝4芦 55 福永 祐一山本 英俊氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 474－ 81：26．31 4．9�
24 � マーブルフレンテ 牝5鹿 55 松山 弘平下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 500－ 6 〃 ハナ 116．4
714 クロースフレンド 牝5黒鹿55 佐藤 友則吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 428－ 4 〃 クビ 38．4�

（笠松）

12 � クリノユウコリン 牝4黒鹿55 中井 裕二栗本 博晴氏 飯田 雄三 新ひだか 木下牧場 448－ 81：26．51	 410．0�
23 � ペ リ コ ー ル 牝5栗 55 国分 恭介門野 重雄氏 加藤 敬二 新ひだか フジワラフアーム 454－10 〃 クビ 178．3�
47 ヴィクトリアマンボ 牝5青鹿55 松田 大作 �キャロットファーム 小崎 憲 千歳 社台ファーム 454－ 81：26．6クビ 26．5�
611� アートオブダムール 牝4鹿 55 高倉 稜岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 442－ 21：27．23� 155．2�
11 イイデメモリー 牝4鹿 55 池添 謙一松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 548－ 41：28．810 25．9�
36 � チ ェ キ 牝4栗 55 太宰 啓介�イクタ 大根田裕之 新冠 ムラカミファーム 474－ 41：30．6大差 350．7�
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売 得 金
単勝： 30，647，700円 複勝： 48，667，400円 枠連： 16，397，200円
馬連： 66，397，100円 馬単： 29，482，100円 ワイド： 44，396，200円
3連複： 90，084，700円 3連単： 108，337，100円 計： 434，409，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 150円 � 150円 枠 連（3－6） 1，090円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 370円 �� 260円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 6，860円

票 数

単勝票数 計 306477 的中 � 73462（1番人気）
複勝票数 計 486674 的中 � 98445（1番人気）� 79914（3番人気）� 77447（4番人気）
枠連票数 計 163972 的中 （3－6） 11589（6番人気）
馬連票数 計 663971 的中 �� 48615（3番人気）
馬単票数 計 294821 的中 �� 10961（6番人気）
ワイド票数 計 443962 的中 �� 29459（3番人気）�� 45960（1番人気）�� 26756（4番人気）
3連複票数 計 900847 的中 ��� 56713（2番人気）
3連単票数 計1083371 的中 ��� 11449（8番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―12．2―12．5―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．0―47．2―59．7―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．0
3 10，12（1，11）（5，15）（7，4，8，16）14（2，3，13）－（9，6） 4 10，12（5，15）（1，11）（7，4，8）16（3，13）14，2，9，6

勝馬の
紹 介

デロングスター �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Saint Liam デビュー 2017．6．25 阪神2着

2014．3．28生 牝4栗 母 アイアムルビー 母母 Cativa 7戦2勝 賞金 19，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年3月24日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

07008 2月24日 晴 良 （30阪神1）第1日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

59 マルカブリスク 牡5栗 57 和田 竜二日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 440－ 22：00．2 14．0�
611 アバルラータ 牝4鹿 54 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 454＋ 8 〃 クビ 4．0�
815 ティーブラッサム 牡4黒鹿56 幸 英明深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 524－ 62：00．3クビ 6．5�
47 プレシャスブルー 牡4鹿 56 岩田 康誠石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 444＋142：00．61	 10．5�
612
 ロードクロムウェル 牡6鹿 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 愛 K. I. Farm

Corporation 470－ 42：00．7� 43．4�
713 アサケハーツ 牡4栗 56

55 ☆荻野 極大橋 堯氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 458－10 〃 アタマ 222．0	
24 メイショウサワカゼ 牡4鹿 56

55 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 440－ 62：00．8	 55．8

12 ユイフィーユ 牝4青鹿54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 482＋ 8 〃 ハナ 4．7�
510
 ヴァイスジーニー 牡4芦 56 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

504－142：01．01� 92．1�
35 ミッキーロイヤル 牡4鹿 56 C．ルメール 野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488＋ 22：01．1� 5．9
36  ウインプルミエ 牝4鹿 54 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム B442＋ 62：01．63 75．7�
11 ゴ ー ド ン �4黒鹿56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 沖 芳夫 浦河 中島牧場 486＋ 62：01．81� 6．1�
714 ヴァーサトル 牡6黒鹿57 佐藤 友則水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 500－142：01．9� 88．9�

（笠松）

23 トーアライジン 牡5芦 57 川須 栄彦高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 486－122：02．21	 20．7�
816 ウインストラグル 牡4黒鹿56 高倉 稜�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 484－ 62：03．05 147．5�
48 トーホウレジーナ 牝4栗 54 岡田 祥嗣東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 464－ 82：04．8大差 108．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，533，100円 複勝： 48，018，300円 枠連： 17，100，300円
馬連： 67，153，900円 馬単： 29，078，600円 ワイド： 42，812，200円
3連複： 83，806，800円 3連単： 100，712，800円 計： 418，216，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 380円 � 170円 � 210円 枠 連（5－6） 2，660円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，170円 �� 560円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 41，290円

票 数

単勝票数 計 295331 的中 � 16776（7番人気）
複勝票数 計 480183 的中 � 27011（7番人気）� 87683（1番人気）� 59069（4番人気）
枠連票数 計 171003 的中 （5－6） 4973（12番人気）
馬連票数 計 671539 的中 �� 15640（14番人気）
馬単票数 計 290786 的中 �� 2857（33番人気）
ワイド票数 計 428122 的中 �� 9751（15番人気）�� 9124（16番人気）�� 20500（5番人気）
3連複票数 計 838068 的中 ��� 11940（18番人気）
3連単票数 計1007128 的中 ��� 1768（143番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．0―12．6―11．8―12．1―12．3―12．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―35．2―47．8―59．6―1：11．7―1：24．0―1：36．2―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルカブリスク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．5 京都11着

2013．2．5生 牡5栗 母 シャドウストリーム 母母 ケイウーマン 19戦2勝 賞金 19，900，000円
※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。



07009 2月24日 晴 良 （30阪神1）第1日 第9競走 ��
��2，200�

あまがさき

尼崎ステークス
発走14時25分 （芝・右）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

22 � ベストアプローチ 牡4栗 56 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 英 Car Colston
Hall Stud 492＋102：14．0 3．0�

55 ポポカテペトル 牡4芦 56 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：14．21	 4．5�

33 � サンタフェチーフ 牝6黒鹿55 M．デムーロ吉田 和美氏 斉藤 崇史 愛 Gestut Bona 476± 02：14．3	 2．2�
11 スズカルパン 牡9鹿 57 和田 竜二永井 宏明氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 478± 02：14．61
 38．3�
66 エクセレントミスズ 牡5鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 470＋ 82：14．91
 7．9�
44 コウエイワンマン 牡7黒鹿57 太宰 啓介釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 田上 稔 528－ 22：15．0	 82．2	
77 ロードアルバータ 牡4青鹿56 C．ルメール �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 2 〃 クビ 10．3
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売 得 金
単勝： 43，777，800円 複勝： 41，869，700円 枠連： 発売なし
馬連： 71，071，700円 馬単： 45，542，500円 ワイド： 38，519，500円
3連複： 84，031，400円 3連単： 233，414，400円 計： 558，227，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 230円 �� 150円 �� 180円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 2，200円

票 数

単勝票数 計 437778 的中 � 114983（2番人気）
複勝票数 計 418697 的中 � 93687（2番人気）� 79845（3番人気）
馬連票数 計 710717 的中 �� 99790（3番人気）
馬単票数 計 455425 的中 �� 31766（5番人気）
ワイド票数 計 385195 的中 �� 37172（4番人気）�� 75090（1番人気）�� 51540（2番人気）
3連複票数 計 840314 的中 ��� 171635（1番人気）
3連単票数 計2334144 的中 ��� 76634（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．6―13．4―12．5―12．4―12．4―12．1―11．6―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．7―37．3―50．7―1：03．2―1：15．6―1：28．0―1：40．1―1：51．7―2：02．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．9
1
3
6，3，5，1－2，7－4
6－3，5（1，2）7－4

2
4
6－3，5，1－2，7－4
6，3，5（1，2）7，4

勝馬の
紹 介

�ベストアプローチ �
�
父 New Approach �

�
母父 Efisio デビュー 2016．10．23 京都1着

2014．4．24生 牡4栗 母 Sant Elena 母母 Argent Du Bois 10戦2勝 賞金 66，972，000円

07010 2月24日 晴 良 （30阪神1）第1日 第10競走 ��
��1，200�マーガレットステークス

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，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
1：07．1
1：06．5

良
良

55 アンフィトリテ 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：09．1 2．0�
77 オジョーノキセキ 牝3鹿 54 松山 弘平前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 498－ 4 〃 クビ 6．8�
33 ハ ゼ ル 牡3栗 56 和田 竜二杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 486－ 81：09．2� 14．6�
22 タイセイアベニール 牡3鹿 56 岩田 康誠田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 472＋ 61：09．3クビ 7．6�
810 ベ ル ガ ド 牡3栗 56 M．デムーロ�サンコウ牧場 森田 直行 新ひだか サンコウ牧場 460－ 41：09．4� 5．5�
78 オーヴァーライト 牡3栗 56 池添 謙一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 494＋101：09．5	 24．4	
11 スノーガーデン 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 日高 浜本牧場 462＋ 61：09．6	 204．6

89 レグルドール 牝3鹿 54 佐藤 友則 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 宮崎 田上 勝雄 454－ 61：09．7� 10．3�

（笠松）

66 アイアンクロー 牡3栗 56 浜中 俊藤井聡一郎氏 斉藤 崇史 日高 チャンピオン
ズファーム 432－ 41：09．91	 11．4

44 
 スウォナーレ 牝3栗 54 大山 真吾山本 佳彦氏 坂本 和也 むかわ ストロベリーフィール
ドファーム株式会社 B446－ 21：10．85 312．6�

（兵庫） （兵庫）
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売 得 金
単勝： 62，607，900円 複勝： 103，699，300円 枠連： 21，945，700円
馬連： 123，460，900円 馬単： 74，352，600円 ワイド： 70，124，200円
3連複： 147，142，700円 3連単： 324，882，200円 計： 928，215，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 180円 � 250円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 330円 �� 550円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 8，630円

票 数

単勝票数 計 626079 的中 � 246574（1番人気）
複勝票数 計1036993 的中 � 479923（1番人気）� 102541（4番人気）� 60172（7番人気）
枠連票数 計 219457 的中 （5－7） 24757（3番人気）
馬連票数 計1234609 的中 �� 114747（3番人気）
馬単票数 計 743526 的中 �� 53633（3番人気）
ワイド票数 計 701242 的中 �� 58886（3番人気）�� 32089（6番人気）�� 15382（17番人気）
3連複票数 計1471427 的中 ��� 36860（12番人気）
3連単票数 計3248822 的中 ��� 27275（24番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．7―11．0―11．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 ・（3，5）（1，2，8）9（6，10）7－4 4 ・（3，5）（1，8）（2，9）6（7，10）－4

勝馬の
紹 介

アンフィトリテ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．18 中山1着

2015．3．29生 牝3鹿 母 アドマイヤフッキー 母母 トキオリアリティー 3戦3勝 賞金 36，490，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 オジョーノキセキ号の騎手松山弘平は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※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。



07011 2月24日 晴 良 （30阪神1）第1日 第11競走 ��
��2，000�

に が わ

仁川ステークス
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，29．2．25以降30．2．18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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

11 ナムラアラシ 牡5鹿 56 福永 祐一奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 536＋ 62：04．1 4．0�
12 サンライズソア 牡4青鹿56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 518＋ 22：04．31� 3．1�
611 メイプルブラザー 牡4栗 53 松山 弘平節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 468－ 22：04．51� 31．6�
47 マイネルオフィール 牡6鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B506＋ 42：04．6クビ 7．4�
816 ロイヤルパンプ 牡6栗 53 川田 将雅吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 530＋ 6 〃 クビ 10．0�
35 オールマンリバー 牡6黒鹿54 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 510＋ 42：04．7クビ 7．5	
612 ヒロブレイブ 牡5鹿 54 四位 洋文石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 480－102：04．8� 49．0

36 モンドインテロ 牡6鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 クビ 9．9�
714 サンマルデューク 牡9黒鹿55 岡田 祥嗣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 512－ 82：05．01� 53．0
815	 シャイニービーム 牡6鹿 54 高倉 稜小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 458－ 42：05．1� 37．6�
23 アスカノロマン 牡7栗 57．5 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 530± 02：05．52� 25．8�
48 レッドソロモン 牡6鹿 55 小牧 太 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B478－ 42：06．24 109．6�
713 ヨヨギマック 牡7栗 53 酒井 学一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 500－ 82：06．3� 252．4�
510 ストロングサウザー 牡7鹿 56 幸 英明村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480－ 22：06．62 335．9�
24 スズカリバー 牡6鹿 53 国分 恭介永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B498－ 62：06．7� 230．7�
59 アドマイヤロケット 牡6青鹿54 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：08．9大差 15．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，870，000円 複勝： 146，339，600円 枠連： 73，191，800円
馬連： 300，721，100円 馬単： 119，304，300円 ワイド： 160，595，700円
3連複： 461，473，600円 3連単： 623，573，200円 計： 1，974，069，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 150円 � 570円 枠 連（1－1） 640円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，930円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 5，180円 3 連 単 ��� 19，590円

票 数

単勝票数 計 888700 的中 � 173972（2番人気）
複勝票数 計1463396 的中 � 258928（2番人気）� 305125（1番人気）� 46257（10番人気）
枠連票数 計 731918 的中 （1－1） 87760（2番人気）
馬連票数 計3007211 的中 �� 350655（1番人気）
馬単票数 計1193043 的中 �� 63242（2番人気）
ワイド票数 計1605957 的中 �� 152925（1番人気）�� 19630（24番人気）�� 24285（19番人気）
3連複票数 計4614736 的中 ��� 66706（17番人気）
3連単票数 計6235732 的中 ��� 23066（49番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．9―13．5―12．2―12．3―12．7―12．6―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．6―49．1―1：01．3―1：13．6―1：26．3―1：38．9―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラアラシ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．12．26 阪神1着

2013．4．27生 牡5鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 22戦7勝 賞金 135，070，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走状況〕 アドマイヤロケット号は，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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アングライフェン号・アールプロセス号・シンゼンレンジャー号・タガノゴールド号・パドルウィール号・

ミュゼエイリアン号・メドウラーク号・リーゼントロック号

07012 2月24日 晴 良 （30阪神1）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：31．9
1：30．7

良
良

11 クィーンズベスト 牝5鹿 55 武 豊林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：34．8 5．0�
22 トゥザクラウン 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524－121：35．01� 2．4�
33 テ ラ ノ ヴ ァ 牝5芦 55 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 496－ 41：35．31	 3．8�
78 ブ リ ラ ー レ 牡4栗 57 池添 謙一早野 誠氏 斉藤 崇史 洞
湖 レイクヴィラファーム 474－ 6 〃 クビ 21．6�
810 ロッテンマイヤー 牝5鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 482－ 41：35．4クビ 4．4�
811 サウンドバーニング 牡6鹿 57 和田 竜二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 422＋ 21：35．5	 95．8	
55 タガノアシュラ 牡4黒鹿57 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋ 2 〃 アタマ 16．5

66 アドマイヤツヨシ 牡8鹿 57 川須 栄彦近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 B476－ 81：35．6� 235．3�
67 フェルトベルク 牝4鹿 55 浜中 俊加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 422－ 41：35．81� 61．8�
79 ケンシュナウザー 牡4栗 57

56 ☆加藤 祥太中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 482＋141：36．11	 242．4

44 サウンドアプローズ 牡6黒鹿57 福永 祐一増田 雄一氏 高橋 康之 日高 山際 辰夫 494＋ 8 〃 クビ 74．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 61，570，100円 複勝： 67，997，900円 枠連： 20，594，200円
馬連： 117，159，800円 馬単： 61，037，300円 ワイド： 68，970，000円
3連複： 149，229，500円 3連単： 302，523，400円 計： 849，082，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（1－2） 550円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 240円 �� 300円 �� 180円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 2，920円

票 数

単勝票数 計 615701 的中 � 97212（4番人気）
複勝票数 計 679979 的中 � 109564（4番人気）� 208877（1番人気）� 128336（2番人気）
枠連票数 計 205942 的中 （1－2） 28697（2番人気）
馬連票数 計1171598 的中 �� 157857（2番人気）
馬単票数 計 610373 的中 �� 34103（5番人気）
ワイド票数 計 689700 的中 �� 70130（3番人気）�� 51194（5番人気）�� 107944（1番人気）
3連複票数 計1492295 的中 ��� 218281（1番人気）
3連単票数 計3025234 的中 ��� 74952（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．2―12．3―12．5―11．4―10．6―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．7―49．0―1：01．5―1：12．9―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クィーンズベスト �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．10．11 東京1着

2013．2．25生 牝5鹿 母 ラスティングソング 母母 ハルーワソング 19戦4勝 賞金 87，799，000円



（30阪神1）第1日 2月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

229，090，000円
7，380，000円
16，500，000円
1，040，000円
24，210，000円
64，358，000円
4，160，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
495，963，500円
852，030，300円
216，411，500円
1，024，770，000円
525，314，200円
629，167，900円
1，413，338，300円
2，321，339，000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 7，478，334，700円

総入場人員 11，937名 （有料入場人員 11，163名）
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