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04049 2月25日 晴 稍重 （5阪神1） 第5日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

68 タガノアレハンドラ 牝3鹿 54 �島 克駿八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478－ 21：55．0 1．9�

45 コンプラセンシア 牝3栗 54 吉田 隼人ゴドルフィン 田中 克典 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468± 01：55．95 8．6�

22 ロ ー ツ ェ 牝3鹿 54 水口 優也グリーンスウォード中尾 秀正 新ひだか 三石川上牧場 444－181：56．32� 12．3�
812 インクルードダイヤ 牝3鹿 54 岩田 望来 �シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 448± 01：56．93� 4．6�
56 フローラサンライズ 牝3芦 54 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 442－ 21：57．21� 21．5�
33 テキーラプリティ 牝3鹿 54 川又 賢治吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 488＋ 61：57．3� 15．3	
11 メイショウマイタケ 牝3鹿 54 酒井 学松本 好雄氏 木原 一良 浦河 村中牧場 400－101：57．4クビ 189．7

711 アルファマドンナ 牝3栗 54 荻野 極�貴悦 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 462＋ 41：57．61� 21．4�
69 メメナビレラ 牝3鹿 54 中井 裕二本谷 惠氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 B490± 0 〃 クビ 29．9
813 メイショウチェリー 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 様似 中脇 一幸 416－ 61：57．81� 107．5�
710 カーメルビーチ 牝3鹿 54

52 △角田 大河飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 474＋141：58．11� 91．0�
44 ヒーリングアート 牝3黒鹿54 団野 大成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496－ 41：58．95 9．7�
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57 レ オ キ ー 牝3栗 54 松山 弘平親川 智行氏 牧田 和弥 新冠 大狩部牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，644，300円 複勝： 32，750，700円 枠連： 10，255，900円
馬連： 35，019，700円 馬単： 17，917，600円 ワイド： 32，593，200円
3連複： 58，363，600円 3連単： 68，430，800円 計： 278，975，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 230円 � 350円 枠 連（4－6） 350円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 320円 �� 510円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 8，550円

票 数

単勝票数 差引計 236443（返還計 7447） 的中 � 97769（1番人気）
複勝票数 差引計 327507（返還計 5342） 的中 � 144653（1番人気）� 25389（4番人気）� 13737（8番人気）
枠連票数 差引計 102559（返還計 145） 的中 （4－6） 22132（2番人気）
馬連票数 差引計 350197（返還計 18945） 的中 �� 40373（2番人気）
馬単票数 差引計 179176（返還計 10969） 的中 �� 11510（4番人気）
ワイド票数 差引計 325932（返還計 15676） 的中 �� 28419（2番人気）�� 16191（5番人気）�� 6501（13番人気）
3連複票数 差引計 583636（返還計 48262） 的中 ��� 17232（10番人気）
3連単票数 差引計 684308（返還計 69255） 的中 ��� 5798（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―38．6―51．8―1：04．6―1：17．5―1：30．0―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノアレハンドラ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2022．6．19 阪神5着

2020．4．9生 牝3鹿 母 ミ ト ス 母母 リ ベ ラ ノ 8戦1勝 賞金 14，420，000円
〔出走取消〕 レオキー号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔その他〕 インクルードダイヤ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 インクルードダイヤ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和5年3月25日まで出走できない。
※出走取消馬 リアルエイム号（疾病〔両前肢挫創〕のため）

04050 2月25日 晴 稍重 （5阪神1） 第5日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

34 ハイインザスカイ 牡3鹿 56 和田 竜二深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 ナカノファーム 486－ 61：12．9 4．3�
610 グ ッ ジ ョ ブ 牡3鹿 56 浜中 俊馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 平取 雅 牧場 B444± 01：13．32� 5．6�
45 ロ ー ザ 牝3鹿 54 岩田 望来中辻 明氏 大久保龍志 浦河 バンブー牧場 504＋ 21：13．51� 42．6�
22 サクセスバラード 牡3鹿 56 国分 優作 �ブルースターズファーム 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 454＋ 41：13．6クビ 18．5�
69 ワンダーカラフル 牡3栗 56 川須 栄彦山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 B492± 01：13．7� 11．1�
813 シゲルマッハ 牡3黒鹿56 岩田 康誠森中 啓子氏 藤沢 則雄 日高 スウィング

フィールド牧場 492 ―1：14．23 10．8	
46 フルオブプレイズ 牡3栗 56 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小林 真也 新冠 松浦牧場 480± 01：14．3� 7．9

814 キタサンエルピス 牝3黒鹿54 荻野 極�大野商事 本田 優 新冠 村田牧場 466－ 4 〃 アタマ 10．6�
711 メ ロ パ ー ル 牝3黒鹿 54

52 △角田 大河村上 稔氏 本田 優 新冠 佐藤牧場 434＋ 2 〃 クビ 136．0
11 インセプション 牡3黒鹿56 小崎 綾也辻 助氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 470－ 21：14．62 121．0�
33 ハルクバローズ 牡3青鹿56 武 豊猪熊 広次氏 石坂 公一 新ひだか 服部 牧場 508＋ 41：14．8� 3．0�
712 ウ ラ ヌ ス 牡3鹿 56 国分 恭介天堀 忠博氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 454－221：15．54 91．2�
57 ラガープリンセス 牝3鹿 54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 シンボリ牧場 404－ 21：15．71� 95．8�
58 デ ィ オ ー ネ 牝3青鹿54 中井 裕二 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 430－ 41：17．7大差 433．6�
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売 得 金
単勝： 33，550，400円 複勝： 45，843，900円 枠連： 11，522，100円
馬連： 44，193，000円 馬単： 20，372，800円 ワイド： 44，945，100円
3連複： 69，133，700円 3連単： 70，618，700円 計： 340，179，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 190円 � 770円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，650円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 11，270円 3 連 単 ��� 51，040円

票 数

単勝票数 計 335504 的中 � 62059（2番人気）
複勝票数 計 458439 的中 � 87698（2番人気）� 67119（3番人気）� 11174（9番人気）
枠連票数 計 115221 的中 （3－6） 24558（1番人気）
馬連票数 計 441930 的中 �� 29834（2番人気）
馬単票数 計 203728 的中 �� 7304（5番人気）
ワイド票数 計 449451 的中 �� 29019（2番人気）�� 4151（29番人気）�� 2765（34番人気）
3連複票数 計 691337 的中 ��� 4597（36番人気）
3連単票数 計 706187 的中 ��� 1003（174番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．2―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．7―46．9―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 ・（3，6，9）（8，10）－5（2，11）4－（1，12，7）13，14 4 ・（3，6，9）10，5（8，2，4）－（1，12）11，7－13，14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハイインザスカイ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2022．10．1 中京9着

2020．5．2生 牡3鹿 母 モンルージュ 母母 ソープオペラクイーン 6戦1勝 賞金 8，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディオーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25日まで平地競走に

出走できない。

第１回 阪神競馬 第５日



04051 2月25日 晴 稍重 （5阪神1） 第5日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

611 シ モ ズ ル 牝3青鹿 54
52 △角田 大河ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 41：24．6 3．4�
35 カッティングジェム 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 504－ 41：25．02� 3．8�
510 ア ニ ト ラ 牝3黒鹿54 国分 恭介�G1レーシング �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 61：25．21� 73．8�
23 ゴーマックス 牡3栗 56 �島 克駿大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 506＋261：26．15 11．9�
48 ステラライズ 牝3黒鹿54 酒井 学安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 480－ 6 〃 ハナ 62．0�
36 フライングブレード 牡3鹿 56 和田 竜二中辻 明氏 飯田 祐史 浦河 バンブー牧場 478＋ 4 〃 クビ 4．6	
816 チョウウマクイク 牝3鹿 54 藤懸 貴志丸山 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 �川フアーム 422＋ 21：27．37 99．1

24 ヴォーノハート 牝3黒鹿54 武 豊平口 信行氏 杉山 佳明 浦河 三好牧場 452－ 41：27．72 12．3�
11 ロードサミット 牡3鹿 56 荻野 極 �ロードホースクラブ 辻野 泰之 新ひだか ケイアイファーム B492＋ 21：27．91� 83．5�
59 マコトエトルリア 牝3栗 54 松田 大作�ディアマント 武 英智 安平 ノーザンファーム 462± 01：28．32� 38．1
612 ヴェッキオカズマ 牡3鹿 56 団野 大成合同会社雅苑興業 茶木 太樹 浦河 杵臼牧場 486－ 41：28．61� 54．3�
815 シャングリラ 牝3青 54 岩田 望来石川 達絵氏 杉山 晴紀 浦河 三嶋牧場 420－ 41：29．24 22．4�
47 キバルダンシ 牡3鹿 56 城戸 義政須山 悟至氏 奥村 豊 浦河 山田 昇史 494＋ 41：29．3アタマ 425．2�
714 テイエムリッキー 牡3青鹿56 太宰 啓介竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 506－ 21：29．62 23．7�
12 シゲルビッグバン 牡3鹿 56 松山 弘平森中 啓子氏 鈴木 孝志 新ひだか 平野牧場 420＋ 41：30．87 8．4�
713 サンタジュリア 牡3青鹿56 岡田 祥嗣�G1レーシング 安田 翔伍 安平 追分ファーム 510＋321：31．11� 58．7�
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売 得 金
単勝： 36，785，800円 複勝： 51，257，600円 枠連： 13，180，700円
馬連： 52，232，400円 馬単： 23，056，900円 ワイド： 57，861，200円
3連複： 86，020，200円 3連単： 78，646，700円 計： 399，041，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 180円 � 1，150円 枠 連（3－6） 350円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 400円 �� 4，980円 �� 5，610円

3 連 複 ��� 17，870円 3 連 単 ��� 60，720円

票 数

単勝票数 計 367858 的中 � 84331（1番人気）
複勝票数 計 512576 的中 � 90233（2番人気）� 85138（3番人気）� 8190（12番人気）
枠連票数 計 131807 的中 （3－6） 29085（1番人気）
馬連票数 計 522324 的中 �� 55532（2番人気）
馬単票数 計 230569 的中 �� 11908（2番人気）
ワイド票数 計 578612 的中 �� 41946（2番人気）�� 2797（44番人気）�� 2480（48番人気）
3連複票数 計 860202 的中 ��� 3610（57番人気）
3連単票数 計 786467 的中 ��� 939（188番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―12．4―12．6―12．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．7―34．1―46．5―59．1―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ モ ズ ル �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2022．12．11 阪神4着

2020．4．7生 牝3青鹿 母 エンジェヌー 母母 ステージスクール 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャングリラ号・キバルダンシ号・テイエムリッキー号・シゲルビッグバン号は，「タイムオーバーに

よる出走制限」のため，令和5年3月25日まで平地競走に出走できない。
サンタジュリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年4月25日まで平地競走

に出走できない。

04052 2月25日 晴 稍重 （5阪神1） 第5日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，500，000円 2，200，000円 1，400，000円 830，000円 550，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．2
1：56．1

良
良

815 クレオメデス 牡3鹿 56 松山 弘平近藤 英子氏 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム 504－ 42：03．0 2．5�
612 アスクドゥポルテ 牡3鹿 56 岩田 康誠廣崎利洋HD� 河内 洋 平取 株式会社

ASK STUD 466＋102：03．21� 4．8�
12 アドマイヤソラ 牡3鹿 56 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524 ― 〃 ハナ 5．0�
23 チュウワモーニング 牝3黒鹿54 小崎 綾也中西 忍氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋222：03．41� 27．0�
36 タガノクルシータ 牝3栗 54 川島 信二八木 良司氏 新谷 功一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 412± 02：03．6� 6．7�
510 ダイヤグラフ 牡3黒鹿56 国分 恭介市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 78．7	
48 コスモフランメ 牝3鹿 54 和田 竜二 
ビッグレッドファーム 宮 徹 安平 ノーザンファーム 446＋ 62：03．91� 125．6�
713 グラシリスティラ 牝3黒鹿54 武 豊 
社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 438± 02：04．0� 9．3�
11 コントリビューター 牡3栗 56

54 △角田 大河ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464 ―2：04．1� 16．5

59 セルリアンロケット 牡3鹿 56
55 ☆泉谷 楓真
イクタ 庄野 靖志 平取 川向高橋育

成牧場 464± 02：04．2� 92．0�
47 ティータイム 牝3鹿 54 	島 克駿三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか ゴールドアップカンパニー 452＋ 42：04．52 53．5�
816 ウインエクラン 牡3栗 56 国分 優作�ウイン 宮 徹 新ひだか 前田ファーム 472＋ 8 〃 アタマ 68．4�
611 ロードディライト 牡3鹿 56 長岡 禎仁 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 504 ―2：04．6クビ 255．6�
714 タイセイスパート 牡3鹿 56 岩田 望来田中 成奉氏 杉山 晴紀 浦河 杵臼牧場 504 ―2：05．98 48．2�
24 モズマスターピース 牡3鹿 56 池添 謙一 �キャピタル・システム 牧田 和弥 浦河 谷川牧場 486＋ 6 （競走中止） 66．6�

（15頭）
35 ジャーヴィス 牡3黒鹿56 団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 476 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，674，200円 複勝： 67，996，300円 枠連： 12，223，700円
馬連： 54，610，200円 馬単： 24，215，500円 ワイド： 63，838，000円
3連複： 81，593，900円 3連単： 82，890，600円 計： 436，042，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 150円 � 170円 枠 連（6－8） 770円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 280円 �� 300円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 差引計 486742（返還計 3642） 的中 � 152012（1番人気）
複勝票数 差引計 679963（返還計 4961） 的中 � 173325（1番人気）� 106482（2番人気）� 88711（4番人気）
枠連票数 差引計 122237（返還計 340） 的中 （6－8） 12229（2番人気）
馬連票数 差引計 546102（返還計 10924） 的中 �� 54934（1番人気）
馬単票数 差引計 242155（返還計 5147） 的中 �� 13375（2番人気）
ワイド票数 差引計 638380（返還計 14052） 的中 �� 60237（1番人気）�� 57150（2番人気）�� 27901（6番人気）
3連複票数 差引計 815939（返還計 32102） 的中 ��� 37477（2番人気）
3連単票数 差引計 828906（返還計 34031） 的中 ��� 9611（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―13．1―12．9―12．7―12．6―12．3―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―37．4―50．3―1：03．0―1：15．6―1：27．9―1：39．6―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クレオメデス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2023．1．29 中京3着

2020．4．15生 牡3鹿 母 ブルーダイアモンド 母母 グレースアドマイヤ 2戦1勝 賞金 7，100，000円
〔競走除外〕 ジャーヴィス号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔競走中止〕 モズマスターピース号は，2コーナーで外側に逃避し，向正面で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 モズマスターピース号は，令和5年2月26日から令和5年3月18日まで出走停止。停止期間の満了

後に平地調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 2頭 ウイニングライブ号・タイキウルトラ号



04053 2月25日 晴 稍重 （5阪神1） 第5日 第5競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走12時15分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．4

重
不良

12 ミルトハンター 牡3鹿 56 �島 克駿永山 勝敏氏 中竹 和也 新冠 小泉牧場 474＋ 41：11．5 6．7�
35 バ ト ゥ ー キ 牡3栗 56 和田 竜二 �京都ホースレーシング 浜田多実雄 日高 川島 正広 480＋ 21：11．71� 16．0�
23 メイショウオトギ 牝3鹿 54 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 422－ 21：11．91� 13．8�
815 タカネノハナコサン 牝3鹿 54 岩田 望来三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新冠 つつみ牧場 482± 01：12．11� 2．3�
11 エイシンフェンサー 牝3黒鹿54 団野 大成�栄進堂 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 466－ 21：12．3� 32．3�
24 メイショウヒュウガ 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 81：12．51� 40．0	
816 プライムレート 牝3栗 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 新ひだか 前谷 武志 468± 01：12．71� 21．8

59 ア ネ モ ス 牝3鹿 54 酒井 学 �ゴールドアップ・

カンパニー 北出 成人 新ひだか ゴールドアップカンパニー 488＋ 2 〃 アタマ 12．0�
36 イ コ サ ン 牡3鹿 56 池添 謙一天野 克彦氏 長谷川浩大 浦河 三嶋牧場 490＋121：13．12� 4．7�
713 ストリンジェンド 牡3鹿 56 吉田 隼人 キャロットファーム 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 41：13．41� 13．2�
714	 ボルドーネセバル 牡3鹿 56 国分 恭介杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シグラップファーム 442－ 41：13．61� 559．0�
510 アスターチェンチ 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 506± 01：13．7� 38．2�
612 マルモリディライト 牝3芦 54

52 △角田 大河山下 繁美氏 石橋 守 浦河 村中牧場 458－ 21：13．91� 56．4�
611 ゴッドセンド 牡3鹿 56 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 478＋ 81：15．17 86．4�
47 エーティースピカ 牝3鹿 54 松田 大作菅藤 孝雄氏 木原 一良 新ひだか 岡田牧場 502－ 61：15．31� 137．0�
48 	 セイジグラット 牡3鹿 56 川須 栄彦金田 成基氏 天間 昭一 日高 中川 欽一 484± 01：15．72� 319．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，546，400円 複勝： 77，771，400円 枠連： 14，787，100円
馬連： 63，686，600円 馬単： 26，257，500円 ワイド： 75，118，500円
3連複： 104，382，900円 3連単： 99，129，200円 計： 510，679，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 380円 � 400円 枠 連（1－3） 880円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，680円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 18，840円 3 連 単 ��� 93，330円

票 数

単勝票数 計 495464 的中 � 59001（3番人気）
複勝票数 計 777714 的中 � 110630（2番人気）� 50451（6番人気）� 46735（7番人気）
枠連票数 計 147871 的中 （1－3） 12944（3番人気）
馬連票数 計 636866 的中 �� 12527（16番人気）
馬単票数 計 262575 的中 �� 2775（23番人気）
ワイド票数 計 751185 的中 �� 14546（14番人気）�� 11548（19番人気）�� 8468（25番人気）
3連複票数 計1043829 的中 ��� 4155（65番人気）
3連単票数 計 991292 的中 ��� 770（305番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―11．9―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．9―46．8―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミルトハンター �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スエヒロコマンダー デビュー 2022．9．18 中京6着

2020．3．7生 牡3鹿 母 イナズマアマリリス 母母 イナズマラム 5戦2勝 賞金 14，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイジグラット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年3月25日まで平地競走

に出走できない。

04054 2月25日 晴 稍重 （5阪神1） 第5日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）

牝；負担重量は，4歳55�5歳以上56�
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

78 エ ナ ハ ツ ホ 牝4栗 55 藤懸 貴志宮原 廣伸氏 吉田 直弘 新冠 大狩部牧場 440－ 21：53．6 2．4�
66 ドゥライトアルディ 牝4鹿 55 松山 弘平安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 B498－12 〃 ハナ 8．1�
89 マ ナ ウ ス 牝4黒鹿55 団野 大成服部健太郎氏 田中 克典 浦河 谷口牧場 460－ 2 〃 クビ 4．0�
55 マリオンエール 牝5鹿 56 浜中 俊サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 464－ 61：53．7� 36．5�
77 エ グ モ ン ト 牝4黒鹿55 川須 栄彦 KAJIMOTOホー

ルディングス� 中村 直也 日高 前川 義則 514± 0 〃 ハナ 12．9�
22 サウザンドスマイル 牝6鹿 56

54 △角田 大河�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490± 01：53．8� 16．9	

33 � グロリアスアポイ 牝4鹿 55 酒井 学髙野 葉子氏 千田 輝彦 様似 様似共栄牧場 454－ 41：54．0� 68．3

810� ミスカイウラニ 牝5鹿 56 �島 克駿諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 クビ 4．8�
44 レスペディーザ 牝5鹿 56 池添 謙一�NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 434－ 21：54．31� 35．6�
11 リ ノ ア ラ 牝4黒鹿55 和田 竜二下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 428± 01：55．25 15．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，054，300円 複勝： 44，824，400円 枠連： 10，309，300円
馬連： 52，644，400円 馬単： 24，293，600円 ワイド： 52，888，600円
3連複： 80，114，000円 3連単： 104，343，400円 計： 408，472，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 170円 � 140円 枠 連（6－7） 960円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 410円 �� 260円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 8，310円

票 数

単勝票数 計 390543 的中 � 125002（1番人気）
複勝票数 計 448244 的中 � 100226（1番人気）� 56107（4番人気）� 84941（2番人気）
枠連票数 計 103093 的中 （6－7） 8317（4番人気）
馬連票数 計 526444 的中 �� 36724（4番人気）
馬単票数 計 242936 的中 �� 9909（6番人気）
ワイド票数 計 528886 的中 �� 31612（4番人気）�� 56937（2番人気）�� 22876（7番人気）
3連複票数 計 801140 的中 ��� 40226（3番人気）
3連単票数 計1043434 的中 ��� 9100（19番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．3―12．6―12．9―12．5―12．3―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―37．6―50．2―1：03．1―1：15．6―1：27．9―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ナ ハ ツ ホ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．12．5 阪神1着

2019．4．23生 牝4栗 母 タイセイゴディス 母母 ダ リ ン ダ 9戦2勝 賞金 20，850，000円
〔制裁〕 エグモント号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



04055 2月25日 晴 稍重 （5阪神1） 第5日 第7競走 ��
��2，400�4歳以上2勝クラス

発走13時15分（番組第8競走を順序変更） （芝・右・外）
負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
2：24．1
2：20．6

良
良

11 モンテディオ 牡5鹿 58 武 豊毛利 元昭氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 490＋102：26．9 3．7�
44 ホウオウバニラ 牝4栗 55 横山 典弘小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 ハナ 5．4�
77 シホノスペランツァ 牡4青鹿57 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－ 42：27．0	 3．2�
22 プレイリードリーム 牡7鹿 58 和田 竜二田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 464－ 22：27．31
 7．1�
33 メイショウコジョウ 牡6鹿 58

56 △角田 大河松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 472－102：27．83 31．9�
55 � ウ ン 牡4青鹿57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 須崎牧場 476＋ 22：28．12 15．2	
88 オンワードセルフ 牡7鹿 58 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B488－102：30．0大差 259．8

66 サトノシャローム 牡6鹿 58 松山 弘平里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514＋ 8 （競走中止） 3．9�
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売 得 金
単勝： 43，917，300円 複勝： 47，018，000円 枠連： 発売なし
馬連： 57，193，100円 馬単： 26，718，300円 ワイド： 46，532，700円
3連複： 70，567，600円 3連単： 141，579，800円 計： 433，526，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 150円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 350円 �� 290円 �� 220円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計 439173 的中 � 92579（2番人気）
複勝票数 計 470180 的中 � 75721（4番人気）� 78412（3番人気）� 102409（2番人気）
馬連票数 計 571931 的中 �� 42265（6番人気）
馬単票数 計 267183 的中 �� 11667（8番人気）
ワイド票数 計 465327 的中 �� 31127（7番人気）�� 39647（4番人気）�� 60005（1番人気）
3連複票数 計 705676 的中 ��� 56773（4番人気）
3連単票数 計1415798 的中 ��� 22131（13番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．7―12．6―12．6―12．8―12．8―12．7―12．1―11．4―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．3―37．0―49．6―1：02．2―1：15．0―1：27．8―1：40．5―1：52．6―2：04．0―2：15．0

コーナー
通過順位

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

2
4
1，4，2（3，5）6－8－7
1（4，5）（2，7）3－8－6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モンテディオ �

父 ジャスタウェイ �


母父 Tejano Run デビュー 2020．9．13 中京3着

2018．3．1生 牡5鹿 母 ディオニージア 母母 Essie’s Maid 15戦3勝 賞金 67，055，000円
〔競走中止〕 サトノシャローム号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 サトノシャローム号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

04056 2月25日 晴 稍重 （5阪神1） 第5日 第8競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時50分（番組第7競走を順序変更） （ダート・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 8，000，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 800，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

不良
不良

714 ロードオルデン 牡4鹿 58 松山 弘平 �ロードホースクラブ 辻野 泰之 浦河 大北牧場 478± 01：25．0 5．0�
611� バ ン ベ ル ク 牡5鹿 58 岩田 望来 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム B484＋ 41：25．1� 3．6�
612� ボブズヤアンクル 牡4鹿 58

56 △角田 大河ゴドルフィン 大久保龍志 英
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

542＋ 8 〃 アタマ 4．8�
23 オースミリン 牝4栗 56 太宰 啓介�オースミ 荒川 義之 浦河 	川 啓一 454＋ 81：25．42 18．7�
816 エトワールジェンヌ 牝4鹿 56 	島 克駿福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 508＋ 61：25．61
 17．6	
24 マテンロウアイ 牝4黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 524－ 41：25．7� 7．1

12 ケイティレインボー 牡4青鹿58 城戸 義政瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム B494＋ 61：25．8クビ 61．9�
36 � ツウカイアペックス 牡5鹿 58 藤懸 貴志木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 486＋ 61：26．11� 77．0�
59 � マインジャラン 牡5黒鹿58 酒井 学前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 500± 01：26．2� 70．5
815 ア フ ァ ン 牝4栗 56 和田 竜二合同会社雅苑興業 平田 修 新冠 森永 聡 502± 0 〃 クビ 9．2�
11 � テーオートルネード 牡4黒鹿58 岩田 康誠小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 492－121：26．3� 46．7�
48 ルパルテール 牝4鹿 56 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新谷 功一 新ひだか 三石橋本牧場 436＋ 91：26．5� 82．8�
510 メイショウイヌワシ 牡4鹿 58

57 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 472－ 4 〃 アタマ 24．7�
47 � ツヴァイシュテルネ 牡4黒鹿58 長岡 禎仁ライオンレースホース� 羽月 友彦 安平 追分ファーム 488－ 11：26．6� 47．4�
713� ライズンシャイン 牝5栗 56 国分 優作�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B502＋ 21：26．71 40．4�
35 � アメリカンピース �5芦 58 荻野 極 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Don Alberto

Corporation B446－201：26．8� 19．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，910，900円 複勝： 69，251，200円 枠連： 18，958，000円
馬連： 75，496，800円 馬単： 29，106，000円 ワイド： 81，675，700円
3連複： 126，827，000円 3連単： 115，547，300円 計： 563，772，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 140円 � 170円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 380円 �� 400円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 469109 的中 � 74135（3番人気）
複勝票数 計 692512 的中 � 103561（2番人気）� 143187（1番人気）� 95626（3番人気）
枠連票数 計 189580 的中 （6－7） 27863（1番人気）
馬連票数 計 754968 的中 �� 62644（1番人気）
馬単票数 計 291060 的中 �� 10586（3番人気）
ワイド票数 計 816757 的中 �� 54938（1番人気）�� 51986（2番人気）�� 49241（3番人気）
3連複票数 計1268270 的中 ��� 56876（1番人気）
3連単票数 計1155473 的中 ��� 10693（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．5―47．4―59．5―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードオルデン �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．9．11 中京3着

2019．4．10生 牡4鹿 母 エイシンバーサス 母母 カンザスガール 14戦2勝 賞金 25，890，000円
〔制裁〕 エトワールジェンヌ号の騎手	島克駿は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・11

番・10番・9番・7番・3番）
ロードオルデン号の騎手松山弘平は，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：11番）



04057 2月25日 晴 良 （5阪神1） 第5日 第9競走 ��
��2，200�すみれステークス（Ｌ）

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，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 126，000円 36，000円 18，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．0

良
良

33 シ ャ ザ ー ン 牡3鹿 56 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 496＋ 62：15．5 1．8�

11 ショウナンバシット 牡3鹿 56 松山 弘平国本 哲秀氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502± 02：15．6	 2．8�
22 アヴニールドブリエ 牡3黒鹿56 団野 大成 �シルクレーシング 宮田 敬介 洞
湖 レイクヴィラファーム 516＋ 62：15．91	 4．5�
55 サトノクローク 牡3黒鹿56 池添 謙一里見 治氏 橋口 慎介 浦河 辻 牧場 466－ 62：16．0	 62．4�
44 セ オ 牡3鹿 56 �島 克駿吉田 千津氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 476－ 82：16．1クビ 19．8	
66 エゾダイモン 牡3黒鹿56 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 洞
湖 レイクヴィラファーム 464－ 22：16．41	 13．7


（6頭）

売 得 金
単勝： 83，708，700円 複勝： 46，408，600円 枠連： 発売なし
馬連： 68，381，400円 馬単： 51，896，800円 ワイド： 54，535，700円
3連複： 89，774，000円 3連単： 308，127，200円 計： 702，832，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 120円 �� 150円 �� 150円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 630円

票 数

単勝票数 計 837087 的中 � 363653（1番人気）
複勝票数 計 464086 的中 � 190913（1番人気）� 120986（2番人気）
馬連票数 計 683814 的中 �� 228922（1番人気）
馬単票数 計 518968 的中 �� 113189（1番人気）
ワイド票数 計 545357 的中 �� 130312（1番人気）�� 86918（3番人気）�� 89935（2番人気）
3連複票数 計 897740 的中 ��� 316665（1番人気）
3連単票数 計3081272 的中 ��� 354183（1番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．6―13．5―13．2―12．9―12．5―11．9―11．3―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―25．1―37．7―51．2―1：04．4―1：17．3―1：29．8―1：41．7―1：53．0―2：04．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F33．8
1
3
5，4，1，6，2－3
5－（1，4）6，2，3

2
4
5，4，1，6，2－3
5（1，4，6，2）－3

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ャ ザ ー ン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．7．31 新潟2着

2020．3．11生 牡3鹿 母 クイーンズリング 母母 アクアリング 3戦2勝 賞金 28，426，000円

04058 2月25日 晴 稍重 （5阪神1） 第5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，3勝クラス；負担重量は，4歳57�5歳以上58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：47．6

重
重

24 キングズソード 牡4鹿 57 岩田 望来 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 浦河 日進牧場 512＋ 61：51．1 4．7�

47 サンライズアリオン 牡4鹿 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 浦河 浦河小林牧場 522－ 4 〃 クビ 2．1�
12 ダノンブレット 牡5栗 58 池添 謙一�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B508－ 81：51．84 35．6�
612 ゼウスバイオ 牡4栗 57 和田 竜二バイオ� 畑端 省吾 日高 中館牧場 502＋ 2 〃 クビ 14．4�
714 メイショウミカワ 牡5栗 58 泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 486＋ 2 〃 アタマ 44．3�
510 サトノロイヤル 牡5鹿 58 浜中 俊里見 治氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B506＋ 61：52．22 6．6	
11 ダ ッ チ マ ン �6青鹿58 酒井 学小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B468＋ 2 〃 ハナ 148．1

36 ク ロ ニ ク ル 牡4鹿 57 吉田 隼人ゴドルフィン 田中 克典 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514＋ 21：52．51	 6．7�
23 ジ ロ ー 牡6鹿 58 水口 優也エムズレーシング 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 482± 01：52．81	 68．6�
59 インベルシオン 牡4鹿 57 
島 克駿前田 幸貴氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 546＋ 4 〃 クビ 29．4
815� ロードインファイト 牡6黒鹿58 松田 大作 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B466＋ 41：52．9クビ 96．0�
816 サンライズシェリー 牡6鹿 58 団野 大成松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 490－ 2 〃 アタマ 226．4�
35 リリーミニスター �6芦 58 国分 恭介土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 490± 0 〃 ハナ 98．7�
713 モ ズ マ ゾ ク 牡5青 58 武 豊 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 B490＋ 41：53．0クビ 34．8�
48 � コスモセイリュウ 牡6鹿 58 国分 優作 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 496± 01：53．1 312．1�
611 ロッキーサンダー 牡6鹿 58 岩田 康誠原田 豊氏 石橋 守 浦河 杵臼牧場 B488＋ 41：53．63 18．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，245，800円 複勝： 109，758，500円 枠連： 24，336，100円
馬連： 131，764，800円 馬単： 51，165，200円 ワイド： 122，661，400円
3連複： 215，278，100円 3連単： 231，032，900円 計： 959，242，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 140円 � 590円 枠 連（2－4） 570円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，770円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，310円 3 連 単 ��� 23，870円

票 数

単勝票数 計 732458 的中 � 122649（2番人気）
複勝票数 計1097585 的中 � 167425（2番人気）� 264820（1番人気）� 32896（9番人気）
枠連票数 計 243361 的中 （2－4） 32560（1番人気）
馬連票数 計1317648 的中 �� 168646（1番人気）
馬単票数 計 511652 的中 �� 26414（4番人気）
ワイド票数 計1226614 的中 �� 120371（1番人気）�� 16199（20番人気）�� 28015（11番人気）
3連複票数 計2152781 的中 ��� 30384（14番人気）
3連単票数 計2310329 的中 ��� 7015（70番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―13．5―12．6―12．2―12．3―12．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―37．2―49．8―1：02．0―1：14．3―1：26．4―1：38．6

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

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

勝馬の
紹 介

キングズソード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2022．1．10 中山1着

2019．4．4生 牡4鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 9戦4勝 賞金 55，264，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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 リバプールタウン号



04059 2月25日 晴 稍重 （5阪神1） 第5日 第11競走 ��
��2，000�

に が わ

仁川ステークス（Ｌ）
発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上，R4．2．26以降R5．2．19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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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

12 メイショウフンジン 牡5黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 520＋ 22：04．5 5．2�
36 ヘラルドバローズ 牡4鹿 55 松山 弘平猪熊 広次氏 寺島 良 新ひだか 服部 牧場 500＋ 22：04．6クビ 3．2�
714 ス レ イ マ ン 牡5栗 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 540＋ 62：04．7� 33．1�
611 ヒロイックテイル �6栗 57 松田 大作吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 クビ 49．7�
59 ゴールドハイアー 牡5栗 55 武 豊居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 492± 02：04．8	 7．4�
510 ヴィアメント �6栗 55 浜中 俊 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B476－ 42：04．9� 56．2	
24 キタノヴィジョン 牡6鹿 57 荻野 極北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 494－ 6 〃 ハナ 17．3

816 メイショウユズルハ 牡4鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B492± 0 〃 ハナ 5．6�
47 
 ヴェルテックス 牡6栗 58 池添 謙一 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B536＋102：05．42� 62．7�
612
 ロードレガリス 牡8黒鹿58 角田 大河 ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 520± 02：05．5� 6．4�
815 ゴールドレガシー 牡5栗 55 和田 竜二G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋14 〃 アタマ 44．2�
713 グレートタイム 牡8黒鹿58 団野 大成金子真人ホール

ディングス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B486＋ 62：05．71� 44．1�
48 エブリワンブラック 牡6鹿 55 �島 克駿 DMMドリームクラブ 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B504＋182：06．22� 71．5�
11 ダンツキャッスル 牡7鹿 56 太宰 啓介山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 B478－14 〃 クビ 120．3�
23 ブ ラ ヴ ァ ス 牡7鹿 57 岩田 望来佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：06．94 14．8�
35 ゴッドセレクション 牡5鹿 56 中井 裕二川勝 裕之氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 536＋ 62：07．96 98．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 113，365，800円 複勝： 174，742，800円 枠連： 57，295，500円
馬連： 298，777，300円 馬単： 96，302，200円 ワイド： 250，714，300円
3連複： 546，673，000円 3連単： 522，943，600円 計： 2，060，814，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 160円 � 770円 枠 連（1－3） 750円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 410円 �� 3，030円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 8，750円 3 連 単 ��� 39，820円

票 数

単勝票数 計1133658 的中 � 172826（2番人気）
複勝票数 計1747428 的中 � 243402（2番人気）� 341080（1番人気）� 43141（9番人気）
枠連票数 計 572955 的中 （1－3） 58452（1番人気）
馬連票数 計2987773 的中 �� 282014（1番人気）
馬単票数 計 963022 的中 �� 40443（2番人気）
ワイド票数 計2507143 的中 �� 176697（1番人気）�� 19889（33番人気）�� 30458（20番人気）
3連複票数 計5466730 的中 ��� 46827（24番人気）
3連単票数 計5229436 的中 ��� 9520（108番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．6―13．2―12．3―12．4―12．7―12．6―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．4―48．6―1：00．9―1：13．3―1：26．0―1：38．6―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウフンジン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2020．12．26 阪神3着

2018．4．27生 牡5黒鹿 母 シニスタークイーン 母母 フォーリアクイーン 19戦6勝 賞金 122，277，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ゴールドレガシー号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ニホンピロスクーロ号・ノーブルシルエット号・フィロロッソ号
（非抽選馬） 3頭 シークレットラン号・パトリック号・ロードリバーサル号

04060 2月25日 晴 良 （5阪神1） 第5日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・右）

負担重量は，58�，牝馬2�減
本 賞 11，400，000円 4，600，000円 2，900，000円 1，700，000円 1，140，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．2
1：19．0

良
良

22 アルトシュタット 牡4鹿 58 岩田 望来 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 490＋141：20．7 2．4�
35 � シャークスポット 牡5鹿 58 �島 克駿沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 462－ 2 〃 クビ 11．1�
23 ベルウッドブラボー 牡4鹿 58 吉田 隼人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 チェスナット

ファーム B454－121：21．12� 9．7�
11 メイショウハボタン 牝5鹿 56

55 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 462－ 41：21．2� 16．8�
47 シティレインボー 牡5栗 58 松山 弘平深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494＋101：21．3クビ 5．8�
58 タマモダイジョッキ 牡5栗 58

56 △角田 大河タマモ	 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 61：21．4� 14．6

610 ケルンキングダム 	7鹿 58 小崎 綾也谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 452＋ 21：21．5
 134．0�
46 � メイショウイジゲン 牡5芦 58 国分 優作松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 442＋ 21：21．6クビ 156．8�
59 チ ャ イ カ 牝6鹿 56 中井 裕二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：21．81� 267．1
815 タケルラスティ 牡6栗 58 岩田 康誠森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 4 〃 ハナ 97．3�
34 テ リ ー ヌ 牝5鹿 56 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 440± 0 〃 クビ 115．5�
712 ハーツラプソディ 牝5栗 56 武 豊下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 506＋ 21：21．9クビ 4．4�
611 マテンロウエール 牡5鹿 58 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 536＋161：22．11 13．9�
814 アスクキングコング 	5黒鹿58 浜中 俊廣崎利洋HD	 梅田 智之 千歳 社台ファーム 454＋ 81：22．31� 68．9�
713 ウインスピリタス 牡7鹿 58 和田 竜二	ウイン 長谷川浩大 新ひだか 神垣 道弘 B490＋ 61：22．83 132．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 72，472，300円 複勝： 92，829，200円 枠連： 25，885，000円
馬連： 126，751，200円 馬単： 50，239，500円 ワイド： 120，982，400円
3連複： 203，096，900円 3連単： 233，941，700円 計： 926，198，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 280円 � 230円 枠 連（2－3） 850円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 420円 �� 400円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 14，050円

票 数

単勝票数 計 724723 的中 � 233356（1番人気）
複勝票数 計 928292 的中 � 206718（1番人気）� 72296（6番人気）� 95133（4番人気）
枠連票数 計 258850 的中 （2－3） 23544（3番人気）
馬連票数 計1267512 的中 �� 91958（4番人気）
馬単票数 計 502395 的中 �� 23059（5番人気）
ワイド票数 計1209824 的中 �� 76985（4番人気）�� 81753（3番人気）�� 17749（20番人気）
3連複票数 計2030969 的中 ��� 39988（14番人気）
3連単票数 計2339417 的中 ��� 12071（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．2―46．8―58．0―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．9
3 ・（5，4）（8，9）（2，3，13）6（1，12）（10，14）（7，11）－15 4 ・（5，4）（8，9）（2，3，13）（6，12）（1，10，14）（7，11）15

勝馬の
紹 介

アルトシュタット �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．8．8 新潟4着

2019．3．29生 牡4鹿 母 マルティンスターク 母母 ラ テ ル ネ 12戦3勝 賞金 44，292，000円
※タケルラスティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（5阪神1）第5日 2月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

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

249，320，000円
7，790，000円
38，340，000円
1，170，000円
28，000，000円
73，445，000円
4，400，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
664，876，200円
860，452，600円
198，753，400円
1，060，750，900円
441，541，900円
1，004，346，800円
1，731，824，900円
2，057，231，900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 8，019，778，600円

総入場人員 7，377名 （有料入場人員 7，145名）
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