
０６００１ ２月２５日 晴 稍重 （１８阪神１）第１日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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
１：４８．４

重

重

６６ リヴィエールジータ 牝３鹿 ５４ 松永 幹夫 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ４７２－ ４１：５５．８ １．４�

２２ ペ ケ ジ ェ イ 牝３黒鹿５４ 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ５００－１６１：５５．９� ５．５�
４４ � ヤマニンリュクス 牝３鹿 ５４ 四位 洋文土井 肇氏 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４４２＋ ４１：５６．１１� ４．６�
８１０� ホクザンワンダフル 牝３栗 ５４ 幸 英明木本 弘孝氏 梅田 康雄 三石 川端 英幸 ４４８± ０１：５７．６９ １２５．３�
６７ �� ユメノティアラ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三吉田 修氏 坪 憲章 新冠 ムラカミファーム ４５２－ ２１：５８．２３� ４８．０�
７８ � プレシャスレディー 牝３青鹿 ５４

５１ ▲上野 翔 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４２０－ ４ 〃 ハナ ２０５．４	
５５ � イイデタイセイ 牝３鹿 ５４

５３ ☆川田 将雅 �アールエスエーカントリ大久保正陽 門別 インターナシヨナル牧場 ４５０－ ６１：５８．６２� １９９．２

３３ エイシンテンダネス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一平井 豊光氏 北橋 修二 浦河 鮫川フアーム ４４２－ ４１：５８．８１� １９．３�
１１ � シ ュ ン カ 牝３黒鹿５４ 金折 知則石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４２４＋ ４１：５９．３３ １７０．５�
８１１ シルクキャッツアイ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠有限会社シルク岡田 稲男 門別 メイプルファーム ４５０－ ２２：０１．９大差 １４７．９

（兵庫）

７９ リッカコマンチ 牝３鹿 ５４ 小牧 太立花 幸雄氏 境 直行 門別 宝寄山 忠則 ４４４± ０２：０２．６４ ５４．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，９６３，０００円 複勝： １９，７７０，２００円 枠連： ２０，４８７，８００円

普通馬連： ６５，９３０，７００円 馬単： ９６，４４２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３６０，５００円

３連複： １０６，７３１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３５１，６８５，８００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １１０円 � １００円 枠 連（２－６） ３７０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� １２０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９６３０ 的中 � １１７０９２（１番人気）
複勝票数 計 １９７７０２ 的中 � ７８７６１（１番人気）� ３３９８５（３番人気）� ５１６０２（２番人気）
枠連票数 計 ２０４８７８ 的中 （２－６） ４０９４５（２番人気）
普通馬連票数 計 ６５９３０７ 的中 �� １３１５９０（２番人気）
馬単票数 計 ９６４４２４ 的中 �� １６０４１６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３６０５ 的中 �� ３６２１９（２番人気）�� ６６４６２（１番人気）�� ２２２６２（３番人気）
３連複票数 計１０６７３１２ 的中 ��� ３５３９６１（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．７―３７．９―５１．３―１：０４．８―１：１７．８―１：３０．３―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．０
１
３
２－６，９（５，７）（４，８）－（１０，１１）（１，３）
２－６，４，９（５，７）（１１，８）１０，３，１

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

勝馬の
紹 介

リヴィエールジータ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００６．１．２２ 京都２着

２００３．５．２０生 牝３鹿 母 ロ ジ ー タ 母母 メロウマダング ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクキャッツアイ号・リッカコマンチ号は，平成１８年３月２５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。



０６００２ ２月２５日 晴 稍重 （１８阪神１）第１日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

８１５ テイエムヒビキ 牡３鹿 ５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 早来 ノーザンファーム ４９４± ０１：１４．１ ３．４�

５９ � ブレイクオブデイ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 古川 平 浦河 日田牧場 B４６４－ ８ 〃 クビ ４．４�
３５ ドリームプランナー 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介 �ノースヒルズマネ

ジメント 太宰 義人 三石 土居 忠吉 ４８６－１０１：１４．２� ４．９�
１２ ピノグリージョ 牡３芦 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ５００－ ８１：１４．５１� ３．５�
６１２� ビッグオパール 牝３鹿 ５４ 和田 竜二�ビッグ 中尾 正 浦河 岡本牧場 ４６２＋１０１：１４．６クビ ４５．９�
１１ スズカフローラ 牝３栗 ５４ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 B４４８± ０１：１４．７� １１．５�
４７ シゲルオオビケ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中村 将之森中 蕃氏 坪 憲章 三石 沖田 繁 B４７０－ ４１：１５．５５ ５２６．７	
４８ � ジュエリークイーン 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎村上 稔氏 松田 正弘 静内 岡田牧場 ４５２± ０１：１５．８１� ５７．８

７１４ ブライティアスカイ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠小林 昌志氏 境 直行 新冠 清水 克則 ４６２－ ８ 〃 ハナ ２３．１�

（兵庫）

２４ � ホッコーラブリー 牝３鹿 ５４ 上村 洋行矢部 幸一氏 浜田 光正 鵡川 片山 幹雄 ４５０－ ２１：１６．３３ ７２．１�
２３ � メイショウイゴッソ 牡３黒鹿５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４２８± ０ 〃 クビ １０３．４
７１３ ウインドスウェル 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �ノースヒルズマネ

ジメント 柴田 政見 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８＋ ２１：１６．４� ２４．３�
５１０� マルタカネイティブ 牡３栗 ５６

５３ ▲佐久間寛志高橋 義和氏 鹿戸 明 浦河 猿橋 義昭 ５３４－ ６１：１７．０３� ４５９．０�
８１６� ツキノシズク 牝３青鹿５４ 畑端 省吾小田 廣美氏 清水 久雄 門別 中川牧場 ４４６－ ８１：１８．４９ ６４８．８�
３６ � マチカネコウバイ 牝３鹿 ５４ 竹之下智昭細川 益男氏 武 邦彦 門別 待兼牧場 ４７０－１２１：１９．１４ ２９８．０�
６１１ スタイルアップ 牝３栗 ５４ 本田 優�グランド牧場 橋本 寿正 静内 グランド牧場 B３８４－ ６１：１９．３１� ４４８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１１１，６００円 複勝： ２３，３５１，６００円 枠連： ２１，４９０，３００円

普通馬連： ６９，１０５，７００円 馬単： ６８，５５４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７８９，０００円

３連複： １０１，７５９，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３２３，１６２，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（５－８） ９３０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２９０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８１１１６ 的中 � ４２２８３（１番人気）
複勝票数 計 ２３３５１６ 的中 � ４９０２１（１番人気）� ３５１８６（４番人気）� ４１９９７（３番人気）
枠連票数 計 ２１４９０３ 的中 （５－８） １７２３４（５番人気）
普通馬連票数 計 ６９１０５７ 的中 �� ５７１２４（３番人気）
馬単票数 計 ６８５５４２ 的中 �� ３２４２３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７８９０ 的中 �� １３６７６（４番人気）�� １９３６４（１番人気）�� １１９７９（６番人気）
３連複票数 計１０１７５９９ 的中 ��� ７７５４５（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．９―１２．４―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．８―３５．７―４８．１―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムヒビキ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１０．２ 阪神３着

２００３．２．５生 牡３鹿 母 ツキノメガミ 母母 ダイナアルテミス ８戦１勝 賞金 １２，６００，０００円
〔制裁〕 テイエムヒビキ号の騎手小牧太は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。

テイエムヒビキ号の騎手小牧太は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 スタイルアップ号は，発走後に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〕 ツキノシズク号・マチカネコウバイ号は，平成１８年３月２５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タキオンシチー号
※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。



０６００３ ２月２５日 晴 良 （１８阪神１）第１日 第３競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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

２：１０．９
２：１０．１

良

良

１２ テューダーローズ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６６－１０２：１６．７ １．６�

２３ マーブルワンダー 牡３栗 ５６ 池添 謙一下村 直氏 田所 清広 新冠 早田牧場新
冠支場 ５０２－ ６ 〃 クビ １０．４�

８１６ アースクリスハーン 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉松山 増男氏 野元 昭 浦河 アイオイファーム ５０２－１２２：１６．８クビ １６．４�
５９ � ロケットシュート 牡３黒鹿５６ 福永 祐一鈴木正一郎氏 藤岡 健一 静内 フジワラフアーム ５１０－１０２：１６．９� ９０．５�
４８ � ブルーレパード 牡３栗 ５６ 武 豊青木 基秀氏 湯浅 三郎 米 Green Hill Stud

International ４８０± ０２：１７．０� １０．６�
２４ � ケイエスシンケイト 牡３栗 ５６ 松永 幹夫キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ４８４＋ ８ 〃 ハナ ５．０	
５１０� テイエムセイラン 牡３青鹿５６ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 岩見牧場 ４６８－ ６２：１７．３２ ８７．５

７１３� シゲルイサイダカ 牡３鹿 ５３ 幸 英明森中 蕃氏 西園 正都 豪 Boxgrove

Pastoral Co ５１４－ ２ 〃 アタマ １０９．１�
４７ エ テ ル ノ 牡３芦 ５６ M．モンテリーゾ 前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１８＋ ２２：１７．４クビ １１４．７�

（伊）

７１４� リキサンポイント 牡３青鹿５６ 本田 優 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８６± ０２：１７．５� ２７．４
１１ � マイネルヴィートル 牡３芦 ５６ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 静内 増本牧場 ４７０－１０２：１７．６� ４２．２�
８１５ セイウンエポック 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三西山 茂行氏 宮本 博 新冠 中本 隆志 ４７４＋ ４ 〃 クビ ６０．７�
６１１� ダンスグランドゥ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠昴ホースクラブ 飯田 雄三 門別 竹中 哲 ４５０± ０２：１８．９８ ４５４．６�

（兵庫）

６１２ ポンデアスーカル 	３黒鹿５６ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 新冠 駒沢 明憲 ５０６＋１０ 〃 クビ １２６．２�
３５ スズカザゴールド 牡３青鹿５６ O．ペリエ 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４５８－ ６２：１９．０� １９．９�

（仏）

（１５頭）
３６ サンデーカズ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，１９１，２００円 複勝： ２８，４９４，７００円 枠連： ３０，３９１，８００円

普通馬連： ８５，２３９，６００円 馬単： ９７，５８１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１５２，９００円

３連複： １２５，９８０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４１７，０３２，１００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � ３３０円 枠 連（１－２） ２４０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ４００円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３１９１２ 的中 � １１６３８０（１番人気）
複勝票数 計 ２８４９４７ 的中 � １０５５９８（１番人気）� ２５８５２（３番人気）� １５２０５（６番人気）
枠連票数 計 ３０３９１８ 的中 （１－２） ９６６５６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８５２３９６ 的中 �� ９９５６１（２番人気）
馬単票数 計 ９７５８１７ 的中 �� ８７９１３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１５２９ 的中 �� ２３３４０（２番人気）�� １６７２６（４番人気）�� ４２２２（１４番人気）
３連複票数 計１２５９８０２ 的中 ��� ４４７９７（６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．９―１３．２―１３．４―１３．２―１３．０―１２．４―１２．０―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．６―３５．５―４８．７―１：０２．１―１：１５．３―１：２８．３―１：４０．７―１：５２．７―２：０４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．０
１
３
１３－１６，９（１４，１２）（３，１１，５）（４，７）１５，８，２，１０，１
１３（１６，１４）（９，３，１１，１２）（４，７）（１５，５）８（１，２，１０）

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

勝馬の
紹 介

テューダーローズ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Shirley Heights デビュー ２００６．１．９ 京都６着

２００３．４．４生 牡３栗 母 ロ ゼ カ ラ ー 母母 ロ ー ザ ネ イ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 サンデーカズ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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 イイデクリコマサン号・メイショウダンケン号・メイショウチュラ号
※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。



０６００４ ２月２５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（１８阪神１）第１日 第４競走 ��３，１４０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１７．２．２６以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２６．４良・稍重

８１１ ブルーアルパイン 牡４鹿 ５９ 今村 康成 �荻伏レーシング・クラブ 武田 博 門別 藤本 直弘 ４９０＋ ６３：２９．１ ３．７�

５６ ラストコンテスト 牡６鹿 ５９ 黒岩 悠矢野喜代春氏 吉岡 八郎 静内 マークリ牧場 ４９６＋ ４３：２９．７３� ２６．８�
６７ コネクトフォー �６鹿 ６０ 横山 義行吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９６－ ２３：２９．８� ６．５�
１１ �� マルハチマラネロ 牡８黒鹿６０ 熊沢 重文占部 恵太氏 嶋田 潤 三石 三和牧場 ５０８－ ４３：３０．１２ ６．２�
７１０� ノボリハウツー 牡５栗 ６０ 西谷 誠原田 豊氏 瀬戸口 勉 門別 日高大洋牧場 ４９８－ ６３：３０．７３� １２．１�
５５

�
	
� カネトシプロスパー 牡５栗 ６０ 出津 孝一兼松 利男氏 野村 彰彦 浦河 バンダム牧場 ４７８＋ ２３：３１．０２ ２６．９�

８１２ ライジングフェイス 牡５鹿 ５９ 北沢 伸也 	ノースヒルズマネ
ジメント 野元 昭 静内 神垣 道弘 ５０２－ ４３：３１．９５ ５９．８


４４ � ハギノヴァルカン 牡７黒鹿５９ 岩崎 祐己安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５０６＋ ２３：３２．５３� ５６．９�
６８ ブレーヴホーラー 牡７黒鹿５９ 白坂 聡松坂 記吉氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４８４＋ ２３：３２．６� ５５．５�
７９ �	 キクノプロスパ 牡８鹿 ５９ 高田 潤菊池 五郎氏 境 直行 新冠 北星牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ １９８．４
３３ コウエイトライ 牝５鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 田所 清広 鹿児島 伊東 政清 ４７０± ０ （競走中止） ３．７�
２２ 	 マ ダ ン テ 牡６鹿 ６１

５８ ▲高井 彰大簗詰 貴彦氏 新川 恵 浦河 杵臼牧場 ４８４＋ ６ （競走中止） ５．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，７６１，０００円 複勝： １５，６９４，５００円 枠連： １８，８７１，９００円

普通馬連： ６１，５３５，９００円 馬単： ６３，４８９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３２６，８００円

３連複： １０１，３５０，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２９１，０２９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � ４９０円 � ２３０円 枠 連（５－８） １，３９０円

普通馬連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ５，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ５００円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� ７，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２７６１０ 的中 � ２７８４９（１番人気）
複勝票数 計 １５６９４５ 的中 � ３８８６５（１番人気）� ６２５０（８番人気）� １６８４７（５番人気）
枠連票数 計 １８８７１９ 的中 （５－８） １００２６（８番人気）
普通馬連票数 計 ６１５３５９ 的中 �� １３４３８（１４番人気）
馬単票数 計 ６３４８９１ 的中 �� ８５７４（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３２６８ 的中 �� ４７９４（１１番人気）�� ９１４０（５番人気）�� ２０８７（２５番人気）
３連複票数 計１０１３５０６ 的中 ��� １０５０５（２７番人気）

上り １マイル １：４４．０ ４F ５２．０－３F ３９．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーアルパイン �
�
父 タイキブリザード �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００５．４．９ 福島９着

２００２．３．１３生 牡４鹿 母 スコールハート 母母 スコールリボン 障害：６戦２勝 賞金 ３８，９３０，０００円
〔競走中止〕 マダンテ号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

コウエイトライ号は，２周目４号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



０６００５ ２月２５日 晴 稍重 （１８阪神１）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

３５ � スターフォワード 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４７０ ―１：５７．０ ７．９�

５９ ダイショウジェット 牡３鹿 ５６ 橋本 美純馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ５３４ ―１：５８．３８ １８．２�

８１５� マコトロプロス 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 スイートフアーム ５０４ ―１：５８．４� ５．２�
４７ ダブルデュース 牡３鹿 ５６

５５ ☆川田 将雅畑佐 博氏 崎山 博樹 新冠 中地 茂美 ４９０ ―１：５８．８２� １２．８�
２３ � ライブリシュロム 牡３栗 ５６ 石橋 守加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ４７４ ―１：５９．１１� ３．２�
４８ ピースオブスマイル 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介松屋 隆士氏 西橋 豊治 静内 見上牧場 ４４０ ―１：５９．２クビ ９７．５�
１１ マチカネカシワギ 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 細川 益男氏 池江 泰郎 門別 待兼牧場 ５０２ ―１：５９．８３� ２６．８	

（仏）

３６ � シゲルオシメガイ 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三森中 蕃氏 吉岡 八郎 平取 原田 新治 ４８０ ―２：００．４３� ７４．３

１２ レアシルウィア 牝３鹿 ５４ 高橋 亮下井 道博氏 高橋 隆 浦河 東栄牧場 ５０４ ―２：００．６１� ２５．０�
８１６ テイエムブライトン 牡３栗 ５６ 和田 竜二竹園 正繼氏 柴田 光陽 浦河 赤田牧場 ４９０ ―２：００．７� １４８．４�
７１３� ラブイズエンジェル 牝３栗 ５４ 幸 英明江口雄一郎氏 谷 潔 静内 坂本 春信 ４５４ ―２：０１．０１� ７．６
２４ � ダンシングキング 牡３黒鹿５６ 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤 英 ４５６ ―２：０１．４２� ７６．５�
６１２� アドマイヤゼウス 牡３青鹿５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 鹿戸 幸治 浦河 辻 牧場 ５３０ ―２：０１．９３ ４．５�

（アドマイヤエヴァー） （兵庫）

６１１� クラクエンジェット 牝３鹿 ５４
５１ ▲中村 将之熊田 晋作氏 武 宏平 浦河 杵臼牧場 ４２４ ―２：０３．０７ １６８．９�

７１４ キングシェーバー 牡３黒鹿５６ 川島 信二辻 俊夫氏 安藤 正敏 浦河 永田 克之 ５１８ ―２：０４．４９ ５４．６�

（１５頭）
５１０� カワキタラプラタ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文川島 吉男氏 白井 寿昭 新冠 高瀬牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，７７１，７００円 複勝： １７，０１７，７００円 枠連： ２０，９９２，０００円

普通馬連： ６６，８２２，８００円 馬単： ６３，９９８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４１２，８００円

３連複： ９６，４９１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２９９，５０６，４００円

払 戻 金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２７０円 � ３８０円 � ２４０円 枠 連（３－５） ４，３９０円

普通馬連 �� ４，４９０円 馬 単 �� ７，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� ８００円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� １１，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５７７１７ 的中 � １５８０５（５番人気）
複勝票数 計 １７０１７７ 的中 � １７０８４（５番人気）� １０７００（６番人気）� ２０８８２（３番人気）
枠連票数 計 ２０９９２０ 的中 （３－５） ３５３１（２４番人気）
普通馬連票数 計 ６６８２２８ 的中 �� １０９９８（２０番人気）
馬単票数 計 ６３９９８３ 的中 �� ６３５０（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４１２８ 的中 �� ２６４１（２１番人気）�� ５８８７（８番人気）�� ３８９８（１３番人気）
３連複票数 計 ９６４９１１ 的中 ��� ６１５９（３９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．９―１３．１―１３．２―１３．９―１３．４―１３．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３６．８―４９．９―１：０３．１―１：１７．０―１：３０．４―１：４４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．９―３F４０．０
１
３

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

２
４

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

�スターフォワード �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

２００３．２．１７生 牡３栗 母 ロストインラヴ 母母 プラテイナムプリンセス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 カワキタラプラタ号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングシェーバー号は，平成１８年３月２５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナムラハヤテオー号
※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。



０６００６ ２月２５日 晴 良 （１８阪神１）第１日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：０７．１
１：０６．５

良

良

１２ ナムラブーム 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４８６－ ２１：１０．１ ５．０�

５９ � ユ キ ー ナ 牝３栗 ５４
５１ ▲鮫島 良太�前川企画 石坂 正 門別 浜本牧場 ４２４＋ ２１：１０．５２� ２７．６�

７１３ デザートワールド 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎�日進牧場 柴田 政見 浦河 成隆牧場 ４６０＋ ２１：１０．７１� ４１．２�
１１ � カノヤザミラクル 牝３栗 ５４ 上村 洋行神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ １０．５�
４７ アグネスカーン 牡３栗 ５６

５５ ☆川田 将雅渡辺 孝男氏 浜田 光正 浦河 高昭牧場 ４４０＋ ４１：１０．９１� ８６．１�
５１０�	 コスモコントワール 牝３栗 ５４ 柴田 善臣岡田美佐子氏 中村 均 門別 戸川牧場 ４１６＋ ４ 〃 アタマ ４６．０�
４８ ゴービハインド 牡３鹿 ５６ 松永 幹夫 �ノースヒルズマネ

ジメント 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－１８１：１１．０クビ ２．８	
６１２� マルカシリウス 牡３鹿 ５６ 池添 謙一河長産業
 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５０６－１４１：１１．１� １４．０�
６１１�
 スマイルハヅキ 牡３青 ５６ 小坂 忠士今 朝光氏 境 直行 浦河 鮫川フアーム ４５０－２０ 〃 クビ ３１６．３�
２３ � キクノハヤブサ 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥菊池 五郎氏 藤岡 範士 浦河 松田 憲一 ４６２＋ ８ 〃 ハナ １２９．５
７１４� ソニックベロシティ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 増本 豊 静内 増本牧場 ４８４± ０１：１１．２クビ １５．９�
３６ ユウカージナル 牡３青鹿５６ 小牧 太
アイテツ 松元 茂樹 新冠 川上 悦夫 ４７８－ ６ 〃 ハナ ３．２�
８１５ チアズガディス 牝３栗 ５４ 藤田 伸二北村キヨ子氏 山内 研二 門別 ナカノファーム ４２０－１０１：１１．４１� ３１．６�
８１６�� モエレソシアル 牝３鹿 ５４ 湯前 良人中村 和夫氏 森山 英雄 門別（有）上野育成牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ５１５．５�

（笠松） （笠松）

２４ � ネイルカイザー 牡３黒鹿５６ 小池 隆生釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ４３６－ ６１：１１．５� ４１８．３�
３５ �� ウーマンドリーム 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠奥本 重幸氏 清水 正人 新冠 山田 祐三 ４１８－ ３１：１１．７１� １５４．０�

（兵庫） （兵庫）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３９０，５００円 複勝： ２３，５３３，７００円 枠連： ３０，４８２，２００円

普通馬連： ８８，１１６，５００円 馬単： ９０，２４３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１９３，０００円

３連複： １２８，４７８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４０７，４３８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １９０円 � ７４０円 � ７７０円 枠 連（１－５） ２，２２０円

普通馬連 �� ５，５４０円 馬 単 �� １０，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� １，６３０円 �� ３，９１０円

３ 連 複 ��� ２６，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３９０５ 的中 � ３４１０８（３番人気）
複勝票数 計 ２３５３３７ 的中 � ４３３４１（３番人気）� ７２２３（８番人気）� ６９２５（９番人気）
枠連票数 計 ３０４８２２ 的中 （１－５） １０１６４（８番人気）
普通馬連票数 計 ８８１１６５ 的中 �� １１７４３（１９番人気）
馬単票数 計 ９０２４３９ 的中 �� ６１７８（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１９３０ 的中 �� ３８０１（１９番人気）�� ３８４５（１８番人気）�� １５５７（４１番人気）
３連複票数 計１２８４７８３ 的中 ��� ３５２５（７７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．４―１１．７―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．６―４６．３―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラブーム �
�
父 テ ン ビ ー �

�
母父 サクラシヨウリ デビュー ２００５．６．１８ 函館４着

２００３．５．１９生 牡３鹿 母 サクラコミナ 母母 サクラユウホー ８戦２勝 賞金 ２１，７９４，０００円
〔制裁〕 ウーマンドリーム号の調教師清水正人は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 コスモルビー号・サインゴールド号・デヒアサウンド号・フィンマックール号・マリンフェスタ号・

ロングフラワー号・ワンダーグローリー号
※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。



０６００７ ２月２５日 晴 稍重 （１８阪神１）第１日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （ダート・右）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．１．２８以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

５９ マヤノサムサラ 牡５栗 ５７ 武 豊田所 英子氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４４６＋ ２１：１２．７ １．７�

８１５� マーベラスボーイ 牡６栗 ５７
５４ ▲中村 将之笹原 貞生氏 柴田 政見 浦河 鵜木 唯義 ４８８± ０１：１３．３３� １４．１�

４７ シルクゲイナー 牡４鹿 ５７ 本田 優有限会社シルク昆 貢 新冠 石田牧場 ４５８＋ ４１：１３．４クビ １２．８�
６１１ ハギノフェリックス 牡４鹿 ５７

５４ ▲鮫島 良太安岡美津子氏 清水 久雄 浦河 村下 明博 ４８８＋１０１：１３．５� １６４．９�
４８ � ファインスティール 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５２０＋ ４ 〃 アタマ ２．８�

（兵庫）

２４ メイショウゴーオン 牝５黒鹿５５ 上村 洋行松本 好雄氏 藤原 英昭 早来 吉田牧場 ４２８－１２１：１３．７１� ５４．８�
７１４� パープルコブラ 	５黒鹿 ５７

５４ ▲上野 翔中野 銀十氏 飯田 雄三 静内 下村 繁正 ４６６＋ ６１：１４．１２� ３３．６	
１１ スリースピリット 牡５鹿 ５７

５５ △生野 賢一永井商事
 野村 彰彦 様似 �村 伸一 ４４０－ ６１：１４．２� ６５．９�
２３ ニシノレースメイク 牝４栗 ５５ 内田 浩一西山 茂行氏 松田 正弘 鵡川 西山牧場 B４７６－ ８１：１４．６２� １４８．０�
６１２
� グリーディー 牝４鹿 ５５ 幸 英明清水 二朗氏 本間 忍 新冠 安達 洋生 ４７２－ ８１：１４．９２ ２４０．５
１２ サカイヤオーセリナ 牝４鹿 ５５ 赤木高太郎酒井 博氏 武 宏平 三石 藤井 益美 ４７２＋１２１：１５．３２� ３１６．６�
８１６ ハローマイフレンド 牝６鹿 ５５ 野元 昭嘉�和田牧場 和田 正道 新冠 北星村田牧場 B４９８－ ８１：１５．４� ４４６．９�
５１０� エムテイミソラ 牝５栗 ５５ 黒岩 悠山本 治氏 吉岡 八郎 門別 日西牧場 B４９０－１２１：１５．５� ５３１．５�
７１３� プリティベティ 牝４鹿 ５５ 田嶋 翔吉田 千津氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：１５．７� ５２７．３�
３６ マイネマスカレード 牝５芦 ５５ 佐藤 哲三 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 三石 前川 勇 ４６０＋１２１：１５．８� ３２．５�
３５ � ホリーゴースト 牡５鹿 ５７ 福永 祐一
協栄 北橋 修二 浦河 三嶋牧場 ５１６－ ４ 〃 ハナ ４０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６２８，８００円 複勝： ２８，３２１，３００円 枠連： ３１，８９６，８００円

普通馬連： １１２，５７４，０００円 馬単： １３１，８３８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，４６４，９００円

３連複： １７０，１７８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５３４，９０２，５００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ２６０円 枠 連（５－８） ７７０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ４５０円 �� １，５６０円

３ 連 複 ��� ２，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５６２８８ 的中 � １２２６４０（１番人気）
複勝票数 計 ２８３２１３ 的中 � １１５４５２（１番人気）� ２８０５２（３番人気）� １８５７１（４番人気）
枠連票数 計 ３１８９６８ 的中 （５－８） ３０７１１（２番人気）
普通馬連票数 計１１２５７４０ 的中 �� ９９２６９（２番人気）
馬単票数 計１３１８３８４ 的中 �� ８８５４０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４４６４９ 的中 �� ２６３２１（２番人気）�� １９３２３（３番人気）�� ４８７９（１５番人気）
３連複票数 計１７０１７８３ 的中 ��� ４９００１（７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．１―１１．８―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．９―３６．０―４７．８―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マヤノサムサラ �
�
父 トワイニング �

�
母父 Cozzene デビュー ２００４．１．３１ 小倉５着

２００１．５．１７生 牡５栗 母 ジゼールペン 母母 Garconniere ２０戦２勝 賞金 ３４，９５０，０００円
〔騎手変更〕 プリティベティ号の騎手高井彰大は，第４競走での落馬負傷のため田嶋翔に変更。
〔３走成績による出走制限〕 ハローマイフレンド号・プリティベティ号は，平成１８年３月２５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） ２頭 ジャイロスコープ号・ボトムフィッシャー号
（非抽選馬） ２頭 コウエイフウリンカ号・プラントボーイ号
※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。



０６００８ ２月２５日 晴 稍重 （１８阪神１）第１日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・右）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．１．２８以降４歳５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は
１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

５９ テイエムヘネシー 牡５栗 ５７ 松永 幹夫竹園 正繼氏 新川 恵 静内 矢野牧場 ４６０－ ２１：５３．８ ３．２�

３５ サクラスフィーダ 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二�さくらコマース清水 出美 静内 谷岡牧場 ５０８± ０１：５４．０１� ４．２�
２４ メイショウゴジラ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 福島 勝 浦河 辻 牧場 ４７８－１０１：５４．７４ ５８．７�
６１１�	 ツルマルローレル 牡４鹿 ５６ 柴山 雄一鶴田 任男氏 古川 平 浦河 �桁牧場 ４７６－ ８１：５４．９１
 ３７．０�
８１５ サンエムブレイヴ 牡４黒鹿５６ 菊地 昇吾松本 肇氏 松田 正弘 静内 岡田牧場 ４６０－ ８１：５５．２２ ３１０．２�
４７ � オンワードマリオン 牡５鹿 ５７ 幸 英明�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ５０２－ ２１：５５．４１ ６３．２	
８１６	� アキノロマンス 牝６鹿 ５６ O．ペリエ 穐吉 正孝氏 角居 勝彦 青森 イズモリファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ ３．３


（仏）

４８ ライトケーティング �５鹿 ５７
５４ ▲佐久間寛志藤田 庸右氏 山本 正司 門別 藤本 直弘 ４４６＋ ４１：５５．６１� １８．３�

５１０ シンシナティガール 牝５鹿 ５５
５２ ▲鮫島 良太平井 豊光氏 武 邦彦 米 Belvedere

Farm Inc. ４５２－ ４１：５５．７� ７８．０�
３６ ヤマニンコーリング 牡４鹿 ５６ 上村 洋行土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 ４８２＋ ４ 〃 ハナ １６．４
２３ ア ジ ア ン 牝４栗 ５４

５３ ☆川田 将雅�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４４８－１０１：５５．８� １２８．１�
１２ ツモルランサー 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉中野 正則氏 野元 昭 浦河 村下牧場 ４７４－ ２１：５５．９クビ ２３．４�
７１４ ハ ス フ ェ ル 牡４栗 ５６ 小牧 太�アカデミー 南井 克巳 静内 千代田牧場 B４５８－ ８１：５６．５３� １６．０�
７１３ エーピーゴンタ 牡４栗 ５６ 柴田 善臣 �デルマークラブ 河野 通文 浦河 桑田牧場 ４８４－ ２１：５６．７１� １９．３�
１１ 	 オースミハリケーン 牡６栗 ５７ 熊沢 重文山路 秀則氏 木原 一良 浦河 桑田牧場 ４４０－ ４１：５７．１２� ３２．１�
６１２ サンエムトラスト 牡４鹿 ５６ 四位 洋文村上 稔氏 松田 正弘 静内 岡田牧場 ５１０－ ２１：５７．９５ ６５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４７１，７００円 複勝： ３３，４３７，７００円 枠連： ３６，０２６，６００円

普通馬連： １５８，５５８，３００円 馬単： １１８，７４６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３６４，４００円

３連複： １８７，２３６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５９２，８４２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １，２９０円 枠 連（３－５） ４９０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３，６４０円 �� ３，７２０円

３ 連 複 ��� １７，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２４７１７ 的中 � ５６１４２（１番人気）
複勝票数 計 ３３４３７７ 的中 � ８６３７８（１番人気）� ６３４８２（２番人気）� ４１４０（１２番人気）
枠連票数 計 ３６０２６６ 的中 （３－５） ５４７４８（１番人気）
普通馬連票数 計１５８５５８３ 的中 �� １７６４８４（２番人気）
馬単票数 計１１８７４６７ 的中 �� ７３０２２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３６４４ 的中 �� ３８５２８（１番人気）�� ２２１３（４１番人気）�� ２１６８（４２番人気）
３連複票数 計１８７２３６８ 的中 ��� ８０４３（４９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１３．２―１２．８―１２．５―１２．５―１２．８―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３７．４―５０．２―１：０２．７―１：１５．２―１：２８．０―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムヘネシー �
�
父 Hennessy �

�
母父 Gulch デビュー ２００３．９．１４ 阪神２着

２００１．２．２生 牡５栗 母 ヴェルサーチ 母母 Linden Walk ２２戦２勝 賞金 ３６，９９０，０００円
〔制裁〕 ツモルランサー号の騎手野元昭嘉は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔３走成績による出走制限〕 サンエムトラスト号は，平成１８年３月２５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） ２頭 グランドパルファン号・トウショウコーラル号
（非抽選馬） ２頭 エイシントップオー号・シャインリザルト号
※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。



０６００９ ２月２５日 晴 良 （１８阪神１）第１日 第９競走 ��
��１，６００�

た ん ば

丹 波 特 別
発走１４時３５分 （芝・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．２．２６以降１８．２．１９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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．９
１：３１．５

良

良

１１ � マヤノライジン 牡５鹿 ５５ 池添 謙一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４６６－ ８１：３４．９ ４．２�

８１５ マイネルパシオン 牡４青鹿５５ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４８０－ ８１：３５．３２� ６．２�

８１６ ドルチェリモーネ 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 博資 白老 白老ファーム ４７０－ ４１：３５．４クビ ４．９�
（兵庫）

１２ ヤ ナ ギ ム シ 牡７栗 ５４ 安藤 勝己落合 莞�氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４９４－ ８１：３５．５� ９．４�
５９ � ホッコーソレソレー 牡４青鹿５５ 上村 洋行矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４５４－ ２１：３５．６	 ４．３�
２４ トウカイポピー 牝５栗 ５２ 芹沢 純一内村 正則氏 松元 省一 平取 稲原 敬三 ４５４＋ ２１：３５．７クビ ３８．４	
３５ トウカイルナ 牝４青鹿５３ 幸 英明内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４１８＋ ４ 〃 クビ １６．５

３６ �
 サンレイフレール 牝６鹿 ５４ 熊沢 重文永井 啓弍氏 高橋 成忠 早来 ノーザンファーム ４９２－ ６１：３５．９１� １０．３�
４７ � ゲイリークィンビー 牝６鹿 ５０ 酒井 学 �東京サラブレッド

ビューロー 鶴留 明雄 米 Tokyo Thorough-
bred Bureau, Inc. ４４８－ ２１：３６．２２ ３６１．８�

７１４ ラバンディエーラ 牝６栗 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース北橋 修二 千歳 社台ファーム ４１２－ ８１：３６．３クビ １６．９
４８ � ビッグファルコン 牡５栗 ５６ 和田 竜二�ビッグ 中尾 正 浦河 小倉牧場 ４５４＋１０ 〃 クビ ２２８．８�
６１１�
 ダンツタイガー 牡４栗 ５４ 秋山真一郎山元 哲二氏 山内 研二 静内 田原橋本牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ ４２．５�
２３ 
 アズマアビリティー 牡６鹿 ５５ 小牧 太東 哲次氏 加用 正 門別 日高大洋牧場 ４３０－１０１：３６．５１ １２３．０�
５１０
 トットコヒーロー 牡４黒鹿５３ 佐藤 哲三吉田 修氏 坪 憲章 門別 貞廣牧場 ４４２± ０１：３６．６� １０６．８�
６１２
 チェリーブラスト 牡８鹿 ５５ 菊地 昇吾チエリー商事� 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ５０６＋１２１：３７．０２� ３１５．８�
７１３ トシオジジアン 牝４鹿 ５２ 川田 将雅上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４６０＋ ６ 〃 クビ ４４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，０４７，６００円 複勝： ４２，８３１，２００円 枠連： ４８，５０１，８００円

普通馬連： １８８，４５７，５００円 馬単： １２４，１１３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，０５３，５００円

３連複： １７１，５１１，６００円 ３連単： ４０４，２６６，０００円 計： １，０４９，７８２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（１－８） ４５０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ６７０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� １２，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２８０４７６ 的中 � ５３４４８（１番人気）
複勝票数 計 ４２８３１２ 的中 � ７３９７５（１番人気）� ６１６３４（３番人気）� ６０２２８（４番人気）
枠連票数 計 ４８５０１８ 的中 （１－８） ８０４７６（１番人気）
普通馬連票数 計１８８４５７５ 的中 �� ９４８８０（５番人気）
馬単票数 計１２４１１３７ 的中 �� ３４３１０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２０５３５ 的中 �� １７１５９（５番人気）�� １５５０９（７番人気）�� １５２２３（９番人気）
３連複票数 計１７１５１１６ 的中 ��� ４５７８２（６番人気）
３連単票数 計４０４２６６０ 的中 ��� ２３４５１（２３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．５―１２．１―１２．０―１１．９―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３５．３―４７．４―５９．４―１：１１．３―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

�マヤノライジン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Danzig デビュー ２００３．１２．７ 中京２着

２００１．４．２生 牡５鹿 母 トップニュースⅡ 母母 Fabulous Fraud １１戦４勝 賞金 ４４，９８５，０００円
※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 スマイルフォライフ号
※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。



０６０１０ ２月２５日 晴 良 （１８阪神１）第１日 第１０競走 ��
��２，５００�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走１５時１０分 （芝・右）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．１．２８以降４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は
１�増

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３０．４
２：２９．５

良

良

８１２�� ブライアンズレター 牝７黒鹿５５ 藤田 伸二熊坂富寿雄氏 大久保正陽 新冠 早田牧場新
冠支場 ４５８－ ２２：３３．６ ２７．６�

３３ ストラタジェム 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース北橋 修二 千歳 社台ファーム ４５８± ０２：３３．７	 １．６�
２２ � サザンツイスター 牡６黒鹿５７ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 鎌田 正嗣 B４８４＋ ２ 〃 クビ １６．５�
７１０ ワンダーマッハー 牡４黒鹿５６ 武 豊山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 米田牧場 ４５６－ ４２：３３．８クビ １７．９�
７１１ トウカイワイルド 牡４黒鹿５６ 安藤 勝己内村 正則氏 中村 均 浦河 岡部牧場 ４８０－ ８２：３４．２２	 ５．３�
６９ アップドラフト 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 追分 追分ファーム ５０２＋１０２：３４．４１	 １０．８�

（兵庫）

８１３� ダイタクアルビン 牡６黒鹿５７ 石橋 守小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４８６－ ６２：３４．８２	 ６７．０	
１１ � トウカイラブ 牝６鹿 ５５ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 ４８２－１８２：３５．２２	 ６７．９

４４ � マヤノモーリス 牡８栗 ５７ 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 新冠 森永 正志 ４９６＋１６２：３５．３	 ２０１．０�
４５ 
 テイエムテンライ 牡６鹿 ５７ 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 追分 追分ファーム ５０４± ０２：３６．６８ ４０．７�
６８ � カ ノ ン 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４９８－ ８ 〃 ハナ ８．３
５６ 
 オペラカスタム 牡７栗 ５７ 熊沢 重文平賀 修二氏 山内 研二 浦河 鈴木 武 ４６２＋１４２：３６．７	 ３４０．０�
５７ � ベストタイクーン 牡８鹿 ５７ 内田 浩一朝見 巌氏 宮 徹 浦河 村下牧場 ５１０＋１２２：３６．８� １８２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，９００，９００円 複勝： ５４，９９１，７００円 枠連： ５８，２１８，６００円

普通馬連： ２６０，６６３，８００円 馬単： ２１２，４７４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，２４９，２００円

３連複： ２１６，８５９，２００円 ３連単： ５８４，２１３，７００円 計： １，４９２，５７１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２，７６０円 複 勝 � ３９０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（３－８） １，０７０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ６，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２，７００円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ４，３１０円 ３ 連 単 ��� ４５，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４５９００９ 的中 � １３１３８（７番人気）
複勝票数 計 ５４９９１７ 的中 � ２３７３５（７番人気）� ２２７６８７（１番人気）� ３３５６３（６番人気）
枠連票数 計 ５８２１８６ 的中 （３－８） ４０２４３（４番人気）
普通馬連票数 計２６０６６３８ 的中 �� １３３５７５（６番人気）
馬単票数 計２１２４７４３ 的中 �� ２４２２１（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９２４９２ 的中 �� ２７０４５（６番人気）�� ４８８０（２４番人気）�� ４０３６６（３番人気）
３連複票数 計２１６８５９２ 的中 ��� ３７１８０（１６番人気）
３連単票数 計５８４２１３７ 的中 ��� ９４３１（１２３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．８―１８．１―２９．３―４１．７―５４．０―１：０６．５―１：１８．９―１：３１．１―１：４３．８―１：５６．３―２：０８．８―２：２０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
ブライアンズレター �

�
父 ナリタブライアン �

�
母父 Mr. Prospector

１９９９．２．２生 牝７黒鹿 母 パーソナルレター 母母 Tea At Five ３５戦７勝 賞金 １０７，７８７，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

※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。



０６０１１ ２月２５日 晴 良 （１８阪神１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第１５回アーリントンカップ（ＧⅢ）

発走１５時４５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２，０００万円以上
の馬１�増

アーリントンパーク競馬場賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５７４，０００円 １６４，０００円 ８２，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：３１．９
１：３１．５

良

良

５９ � ステキシンスケクン 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 榮 義則氏 森 秀行 米 Monticule ４４８－ ８１：３４．７ ５．０�
（仏）

４６ �	 ロ ジ ッ ク 牡３黒鹿５６ 武 豊前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 武田 修一 ４９４＋ ２１：３５．３３
 ９．４�
３４ 	 アマノトレンディー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎中村 孝氏 湯窪 幸雄 門別 法理牧場 ４５８－ ２１：３５．５１� １７．５�
７１３ アドマイヤディーノ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６８－ ８１：３５．６� ２８．９�
２３ �	 ゴウゴウキリシマ 牡３鹿 ５７ 石橋 守西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４６２－ ２１：３５．７
 ８．２�
８１４� キンシャサノキセキ 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture ４６６± ０１：３５．８
 ２．５�
４７ 	 ケンブリッジレーザ 牡３青 ５６ 熊沢 重文中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 ヒダカフアーム ４９２－ ２１：３５．９
 １５０．９�
５８ イ ー ス タ ー 牡３青鹿５６ 福永 祐一吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４３２－ ４１：３６．１１ ４．２	
１１ � シ テ ィ ボ ス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠服部 新平氏 斉藤 裕 新冠 アラキフアーム ４５０－ ６１：３６．８４ ２４６．９


（兵庫） （兵庫）

３５ � デンシャミチ 牡３黒鹿５７ 柴田 善臣小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８２＋１６１：３７．１１� ２４．６�
２２ � レッドバースピン 牡３栗 ５６ 四位 洋文藤田与志男氏 坂口 正則 米 W. G. Lys-

ter III ４９８－ ４１：３７．３１� ３６．４�
６１０� メイショウフウライ 牡３栗 ５６ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 静内 寺越 政幸 ４７０－ ６１：３７．４
 ２８３．４
７１２ ペ リ ー 牡３芦 ５６ 武 幸四郎 �ワールド・パーム 武 邦彦 三石 斉藤スタッド ４２８－ ６１：３８．１４ １４２．８�
８１５� トップオンターフ 牡３鹿 ５６ 幸 英明近藤 光子氏 古賀 一隆 白老 習志野牧場 ４５０－１６１：３８．４２ ４１９．８�
６１１ セフティバーニング 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介池田 實氏 藤岡 健一 門別 下河辺牧場 ４４４－１２１：３８．５
 ２３３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９９，４４７，８００円 複勝： １３８，０５８，４００円 枠連： １１８，７４１，３００円

普通馬連： ６７０，２１５，６００円 馬単： ４３３，８７６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３４，４１４，７００円

３連複： ５４４，３１８，５００円 ３連単： １，２５１，３７１，７００円 計： ３，３９０，４４４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １９０円 � ２５０円 � ４５０円 枠 連（４－５） ８７０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ３，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，４７０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ８，１８０円 ３ 連 単 ��� ４４，０９０円

票 数

単勝票数 計 ９９４４７８ 的中 � １５６９０８（３番人気）
複勝票数 計１３８０５８４ 的中 � ２２０８２１（３番人気）� １５１０１１（４番人気）� ６８６５０（６番人気）
枠連票数 計１１８７４１３ 的中 （４－５） １０１６７２（３番人気）
普通馬連票数 計６７０２１５６ 的中 �� ２８６９３１（９番人気）
馬単票数 計４３３８７６６ 的中 �� ９５４３５（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３４４１４７ 的中 �� ５５５２１（８番人気）�� ２２０８８（１７番人気）�� １８６９１（２０番人気）
３連複票数 計５４４３１８５ 的中 ��� ４９１２３（３４番人気）
３連単票数 計１２５１３７１７ 的中 ��� ２０９４９（１３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．１―４７．０―５９．１―１：１１．２―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．６

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

勝馬の
紹 介

�ステキシンスケクン �
�
父 Danzig �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００５．１２．４ 中京１着

２００３．３．１０生 牡３鹿 母 Autumn Moon 母母 Lypatia ４戦２勝 賞金 ６１，７０８，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



０６０１２ ２月２５日 晴 稍重 （１８阪神１）第１日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・右）

４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．１．２８以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１
着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０９．１

重

不良

７１３�� トーセンザオー 牡６芦 ５７ 岩田 康誠島川 �哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ４６６± ０１：１２．４ ６．２�
（兵庫）

５８ パレスエース 牡５黒鹿５７ 田嶋 翔西村 豊氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ５５４＋ ６１：１２．６１� ３．７�
４６ ヒ カ リ ア イ 牝５黒鹿５５ 上村 洋行當山 �則氏 清水 久雄 門別 中川牧場 ４５８＋ ２ 〃 アタマ ９．７�
２３ � カリスマサンキセキ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文畔柳 年言氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ５１２＋ ４ 〃 アタマ ８．９�
８１５� アイファーラブラブ 牝４鹿 ５５ 小牧 太中島 稔氏 梅田 康雄 静内 静内山田牧場 ４４８± ０１：１３．２３� ６７．６�
２２ ビッグジェム 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲上野 翔沼川 一彦氏 瀬戸口 勉 浦河 杵臼牧場 ５０２－ ６１：１３．３� ３．７�
３５ � セレナジュピター 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二島川 利子氏 田村 康仁 静内 西川富岡牧場 ４４８＋ ８ 〃 クビ ２０６．２	
７１２� セトモモチャン 牝４栃栗５５ 幸 英明難波 経雄氏 西園 正都 門別 千葉飯田牧場 ４９６± ０１：１３．５１� ９４．０

４７ ユーセイハヤトオー 	５鹿 ５７ 和田 竜二�アサヒクラブ 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ２１：１３．７１� １６０．５�
６１０ メイショウオブラ 牡５栗 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 北橋 修二 浦河 林 孝輝 ５１４＋ ４１：１３．８� ３１．９
１１ � ウインリゲル 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三�ウイン 佐々木晶三 浦河 桑田 正己 ５２４＋ ８１：１３．９� ３３．４�
８１４
 コ マ ノ マ コ 牝６鹿 ５５

５２ ▲鮫島 良太長谷川芳信氏 鮫島 一歩 静内 西川富岡牧場 ４５８－ ６ 〃 アタマ ２１．２�
６１１
 マルタカシャイン 牡６黒鹿５７ 小林慎一郎高橋 義和氏 矢作 芳人 新冠 赤石 久夫 B４９２－ ４１：１４．０� １３１．６�
３４ ゲイルタッチ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣�RRA 田中 清隆 浦河 地興牧場 ４４６－ ６１：１４．２１ １７５．４�
５９ アップルマティーニ 牝５鹿 ５５ 武 豊 �社台レースホース森 秀行 白老 白老ファーム ４８６＋ ４１：１４．５１� ５．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，４６２，９００円 複勝： ６４，６６３，１００円 枠連： ７０，８００，２００円

普通馬連： ２８７，２０６，５００円 馬単： １８８，５６９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，７５３，３００円

３連複： ２５７，３２２，２００円 ３連単： ６１４，１７５，９００円 計： １，５９２，９５３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（５－７） ７２０円

普通馬連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� １，２４０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３，８４０円 ３ 連 単 ��� ２１，１５０円

票 数

単勝票数 計 ４３４６２９ 的中 � ５５３２３（４番人気）
複勝票数 計 ６４６６３１ 的中 � ７７７３３（４番人気）� １３７８９３（１番人気）� ５３７４９（６番人気）
枠連票数 計 ７０８００２ 的中 （５－７） ７３１４６（２番人気）
普通馬連票数 計２８７２０６５ 的中 �� １６４６３７（４番人気）
馬単票数 計１８８５６９７ 的中 �� ４６７１７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６７５３３ 的中 �� ３５１１６（３番人気）�� １２６３４（１７番人気）�� ２５０１９（９番人気）
３連複票数 計２５７３２２２ 的中 ��� ４９４８３（１４番人気）
３連単票数 計６１４１７５９ 的中 ��� ２１４４０（７７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．０―１２．０―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３５．２―４７．２―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
トーセンザオー �

�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００３．６．１４ 中京６着

２０００．２．１５生 牡６芦 母 アニーブラウン 母母 アルズアニー ２３戦５勝 賞金 ９３，２７１，０００円
〔騎手変更〕 セトモモチャン号の騎手高井彰大は，第４競走での落馬負傷のため幸英明に変更。
〔制裁〕 カリスマサンキセキ号の騎手四位洋文は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金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。



（１８阪神１）第１日 ２月２５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２７１，０９０，０００円
８，４００，０００円
１４，２６０，０００円
１，１８０，０００円
１４０，０００円
１，７６０，０００円
２８，３２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，１９３，０００円
５，４０９，４００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
３７６，１４８，７００円
４９０，１６５，８００円
５０６，９０１，３００円
２，１１４，４２６，９００円
１，６８９，９２９，０００円
５０３，５３５，０００円
２，２０８，２１７，９００円
２，８５４，０２７，３００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 １０，７４３，３５１，９００円

総入場人員 １９，４１１名 （有料入場人員 １８，６２１名）




