
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

07001 2月23日 晴 良 （25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
1：09．7
1：08．7

重
重

12 サーシスリーフ 牡3鹿 56 W．ビュイック �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 486＋ 21：12．9 12．0�

（英）

35 ロレーヌクロス 牡3鹿 56 藤岡 佑介有限会社シルク浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 492－ 21：13．32� 2．1�
816 トウケイムーン 牡3栗 56 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 ハナ 4．2�
47 カ ト ラ ス �3芦 56 熊沢 重文村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 446－ 41：13．4� 42．4�
612 ウォーターチューン 牝3鹿 54 国分 優作山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 446－ 41：13．93 45．2�
713 ア ッ ピ ア ス 牝3芦 54 池添 謙一 	サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444－ 61：14．75 119．2

815 カシノガーネット 牝3黒鹿54 小坂 忠士柏木 務氏 境 直行 新冠 村上牧場 442± 01：14．9� 102．0�
48 ターンザタイド 牡3栗 56 川島 信二松田 整二氏 田島 良保 新ひだか 土田 扶美子 488± 01：15．11� 87．6�
510 ユウキチュモン 牡3黒鹿56 秋山真一郎雪本 秀樹氏 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 476± 01：15．42 13．2
59 アンジュプリエール 牝3芦 54 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 484± 01：15．61� 5．6�
24 カワキタミラクル 牡3黒鹿56 国分 恭介川島 吉男氏 梅内 忍 新ひだか 木田牧場 482＋ 41：15．92 435．5�
611 レモンスカッシュ 牝3栗 54 津村 明秀ロイヤルパーク 大根田裕之 新冠 北星村田牧場 408－ 6 〃 ハナ 445．1�
36 サニーデイグッド 牝3青 54 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 434± 01：16．64 464．5�
11 ゴーイングビート 牡3鹿 56 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 モトスファーム 496＋ 21：17．34 151．5�
714 マンテンタテヤマ 牡3鹿 56 佐久間寛志小島 將之氏 鹿戸 明 日高 鹿戸 正幸 478－ 21：17．93� 630．9�
23 キョウワアーサー 牡3栗 56 武 豊	協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 450－ 6 （競走中止） 9．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，333，900円 複勝： 55，362，600円 枠連： 9，166，500円
馬連： 40，113，300円 馬単： 28，773，500円 ワイド： 21，697，000円
3連複： 61，740，000円 3連単： 104，542，200円 計： 341，729，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 250円 � 110円 � 160円 枠 連（1－3） 1，090円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 400円 �� 790円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 11，580円

票 数

単勝票数 計 203339 的中 � 13389（5番人気）
複勝票数 計 553626 的中 � 29415（5番人気）� 285830（1番人気）� 66579（3番人気）
枠連票数 計 91665 的中 （1－3） 6261（5番人気）
馬連票数 計 401133 的中 �� 28237（4番人気）
馬単票数 計 287735 的中 �� 7529（9番人気）
ワイド票数 計 216970 的中 �� 13087（4番人気）�� 5863（12番人気）�� 28234（1番人気）
3連複票数 計 617400 的中 ��� 37079（4番人気）
3連単票数 計1045422 的中 ��� 6668（36番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．2―47．4―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サーシスリーフ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．8．19 小倉5着

2010．4．8生 牡3鹿 母 ネオメープルリーフ 母母 ダンシングレヴュー 8戦1勝 賞金 9，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 キョウワアーサー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 マンテンタテヤマ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴーイングビート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月23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。
（非抽選馬） 1頭 ジェファーソン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07002 2月23日 晴 良 （25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

55 スズカファイター 牡3鹿 56 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 462＋ 41：54．8 2．0�
811 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 56 熊沢 重文谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 472＋ 21：55．75 3．9�
33 イレプレイスブル 牡3黒鹿56 内田 博幸�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 478－ 81：55．8クビ 5．1�
68 ティマイドリーム 牡3鹿 56 小坂 忠士田畑 利彦氏 境 直行 浦河 鎌田 正嗣 B494± 0 〃 クビ 44．3�
11 オースミアイビス 牡3栗 56 藤田 伸二�オースミ 山内 研二 浦河 信成牧場 514－ 21：56．75 6．4�
56 ア ル テ ル フ 牡3鹿 56 津村 明秀平口 信行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 490＋301：57．33� 200．9	
812 マ ゼ ー ル 牡3鹿 56 国分 優作寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 504＋ 21：57．51� 89．9

710 ハーフウェイ 牡3芦 56 小林 徹弥中西 功氏 新川 恵 新冠 風間 洋 420－ 21：57．6� 251．3�
79 バードバーニング 牡3鹿 56 国分 恭介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 61：57．81� 11．9�
22 メイショウジンベエ 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁松本 和子氏 坂口 正則 浦河 鮫川フアーム 468＋ 41：57．9� 351．7
67 ゴールデンハンター 牡3鹿 56 川島 信二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 478－ 21：58．11� 122．2�
44 ウインヒーロー 牡3黒鹿56 太宰 啓介�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 504－122：00．0大差 164．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，645，500円 複勝： 52，768，400円 枠連： 7，413，800円
馬連： 30，796，800円 馬単： 27，732，500円 ワイド： 16，316，000円
3連複： 42，358，600円 3連単： 100，629，800円 計： 294，661，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（5－8） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 160円 �� 250円 �� 440円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 166455 的中 � 66862（1番人気）
複勝票数 計 527684 的中 � 299922（1番人気）� 76053（2番人気）� 46064（3番人気）
枠連票数 計 74138 的中 （5－8） 21198（1番人気）
馬連票数 計 307968 的中 �� 83233（1番人気）
馬単票数 計 277325 的中 �� 43755（1番人気）
ワイド票数 計 163160 的中 �� 33903（1番人気）�� 15088（3番人気）�� 7328（7番人気）
3連複票数 計 423586 的中 ��� 52789（2番人気）
3連単票数 計1006298 的中 ��� 40871（3番人気）

ハロンタイム 13．3―11．2―13．1―12．4―12．3―13．0―12．7―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．5―37．6―50．0―1：02．3―1：15．3―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカファイター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．12．24 阪神11着

2010．4．14生 牡3鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインヒーロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年4月23日まで平地競

走に出走できない。

第１回 阪神競馬 第１日



07003 2月23日 晴 良 （25阪神1）第1日 第3競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

48 アドマイヤシェル 牡3栗 56 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 518 ―1：26．5 33．5�
36 ルーシーブライド 牝3黒鹿54 武 豊�ターフ・スポート藤原 英昭 浦河 岡本牧場 434 ―1：26．82 16．0�
815 サクセスカッシーナ 牡3鹿 56 福永 祐一髙嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 426 ―1：26．9� 2．6�
714 ワンダーブラザウン 牡3栗 56 小林 徹弥山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 484 ―1：27．0� 74．3�
59 ローレルシャイニー 牡3黒鹿56 国分 恭介 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 480 ―1：27．53 7．0	
47 ジョディーズロマン 牝3栗 54 太宰 啓介 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 436 ―1：27．71� 95．1

23 メイショウシンピ 牡3黒鹿56 中村 将之松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 484 ―1：28．76 230．6�
12 スマートピアス 牝3黒鹿54 石橋 守大川 徹氏 安達 昭夫 浦河 高村牧場 452 ―1：28．8クビ 75．2�
816 ラストキャスケード 牝3鹿 54 川島 信二加藤 信之氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 438 ―1：29．22� 52．4
612 マルモクルーズ 牡3鹿 56 熊沢 重文まるも組合 木原 一良 浦河 江渡 繁治 478 ― 〃 アタマ 61．4�
713 トウケイウェイ 牝3黒鹿54 内田 博幸木村 信彦氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 462 ―1：29．4	 28．4�
11 シゲルサソリザ 牡3鹿 56 池添 謙一森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 井高牧場 440 ―1：29．93 9．7�
510 ラ ラ ジ ロ ー 牡3栗 56 小牧 太フジイ興産� 今野 貞一 新冠 新冠橋本牧場 508 ―1：30．22 14．9�
24 ブラッキーピサ 牝3鹿 54 四位 洋文市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 446 ―1：30．94 3．1�
611 ハギノサバイバル 牡3青鹿56 秋山真一郎日隈 良江氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 512 ―1：31．0� 111．6�
35 マウンテンアイリス 牝3黒鹿54 津村 明秀山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 478 ―1：31．85 37．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，890，500円 複勝： 21，235，200円 枠連： 9，979，200円
馬連： 29，327，800円 馬単： 21，627，900円 ワイド： 15，447，200円
3連複： 40，084，600円 3連単： 62，309，900円 計： 214，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 660円 � 340円 � 160円 枠 連（3－4） 8，550円

馬 連 �� 17，180円 馬 単 �� 49，120円

ワ イ ド �� 4，190円 �� 1，620円 �� 710円

3 連 複 ��� 15，870円 3 連 単 ��� 170，950円

票 数

単勝票数 計 148905 的中 � 3508（8番人気）
複勝票数 計 212352 的中 � 6682（9番人気）� 14725（5番人気）� 46185（1番人気）
枠連票数 計 99792 的中 （3－4） 862（25番人気）
馬連票数 計 293278 的中 �� 1260（38番人気）
馬単票数 計 216279 的中 �� 325（87番人気）
ワイド票数 計 154472 的中 �� 872（37番人気）�� 2322（17番人気）�� 5701（6番人気）
3連複票数 計 400846 的中 ��� 1865（47番人気）
3連単票数 計 623099 的中 ��� 269（387番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．5―47．7―1：00．2―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．8
3 6－9（1，15）（3，4）（8，11，12）5－14，7－2＝10，16－13 4 ・（6，9）15（1，3）8，12，4－（5，14）7，11，2＝（10，16）－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤシェル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Storm Cat 初出走

2010．2．22生 牡3栗 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ティティベンケイ号・テラノアパッチ号・ビックリマーチャン号・ビナクイーン号・マルブツツヨシ号

07004 2月23日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25阪神1）第1日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
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3：15．7良・良

79 テイエムセイリュウ 牡4青鹿59 植野 貴也竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 テイエム牧場日高支場 492－ 23：24．3 4．5�
66 � トーセンタイガー 牡5鹿 60 草野 太郎島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 518－103：24．51� 27．8�
810 リリーアタッカー 牡4栗 59 熊沢 重文土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 484－ 43：24．82 4．5�
67 � ダイヤモンドハウス �5黒鹿60 小坂 忠士ロイヤルパーク 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 454＋ 83：24．9	 50．9�
78 
 アスターコリント 牡4黒鹿59 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 540＋ 2 〃 ハナ 19．5�
55 サウンドアフリート 牡4栗 59 田村 太雅増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 456± 0 〃 クビ 7．2	
33 テイエムオウショウ 牡4栗 59 白浜 雄造竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 448＋ 43：25．0� 2．8

44 
 エーシンテュポーン 牡6鹿 60 中村 将之�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm 490± 0 〃 クビ 23．6�
811 クレバーベスト �5鹿 60 黒岩 悠 �ウエスタンファーム 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 464－ 43：25．95 41．9
11 � シルヴァーノ �6鹿 60 西谷 誠 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 494－ 43：32．7大差 7．9�
22 ニシノアイリス 牡4黒鹿59 北沢 伸也錦山 登氏 根本 康広 新冠 川上牧場 456－ 83：34．7大差 128．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 12，030，200円 複勝： 18，921，600円 枠連： 7，769，300円
馬連： 24，876，600円 馬単： 18，725，800円 ワイド： 12，249，500円
3連複： 39，141，100円 3連単： 65，575，000円 計： 199，289，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 400円 � 170円 枠 連（6－7） 3，110円

馬 連 �� 5，900円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 350円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 42，980円

票 数

単勝票数 計 120302 的中 � 21525（2番人気）
複勝票数 計 189216 的中 � 32581（3番人気）� 9723（6番人気）� 34253（2番人気）
枠連票数 計 77693 的中 （6－7） 1849（14番人気）
馬連票数 計 248766 的中 �� 3116（19番人気）
馬単票数 計 187258 的中 �� 1747（26番人気）
ワイド票数 計 122495 的中 �� 2572（17番人気）�� 9822（2番人気）�� 1415（26番人気）
3連複票数 計 391411 的中 ��� 4581（20番人気）
3連単票数 計 655750 的中 ��� 1126（129番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 52．5－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムセイリュウ �
�
父 テイエムサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．12．25 阪神8着

2009．6．12生 牡4青鹿 母 テイエムコラール 母母 テイエムシンスター 障害：7戦1勝 賞金 12，700，000円



07005 2月23日 曇 良 （25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20分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．7
1：44．1

良
良

610 ジューヴルエール 牡3黒鹿56 浜中 俊有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462± 01：47．9 3．6�
34 デニムアンドルビー 牝3鹿 54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 428－ 2 〃 クビ 5．7�
59 メイショウキョトウ 牡3栗 56 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 524－ 2 〃 ハナ 10．7�
47 アドマイヤキンカク 牡3鹿 56 W．ビュイック 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444± 01：48．11� 3．3�

（英）

35 � アウォーディー 牡3鹿 56 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Management B498－ 61：48．41	 8．2�

58 ラルプデュエズ 牡3黒鹿56 川田 将雅吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 498＋141：48．5
 7．6	
814 シゲルオヒツジザ 牡3青 56 小牧 太森中 蕃氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 474－ 41：48．6クビ 16．8

611 マイネノンノ 牝3栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 千歳 社台ファーム 420± 01：48．92 138．5�
23 ウォースピリッツ 牡3黒鹿56 内田 博幸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 476－ 2 〃 ハナ 34．6�
713 タピスドフルール 牝3栗 54 池添 謙一吉田 和子氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 464－ 2 〃 ハナ 166．0
11 アティトラン 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 清水 出美 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－101：49．11� 173．7�
46 テイエムプリンセス 牝3黒鹿54 太宰 啓介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 松浦牧場 446± 01：49．31� 55．5�
815 タニノマンボ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 470－ 61：49．51� 399．1�
712 トウケイウイン 牡3黒鹿56 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 新ひだか 中村 和夫 434－ 81：49．71� 46．0�
22 アイアムイシュタル 牝3黒鹿54 国分 恭介堀 紘一氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 478－ 61：52．5大差 211．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，169，900円 複勝： 52，339，600円 枠連： 14，252，300円
馬連： 56，167，400円 馬単： 37，439，100円 ワイド： 28，669，300円
3連複： 77，441，900円 3連単： 129，169，900円 計： 424，649，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 180円 � 330円 枠 連（3－6） 550円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 430円 �� 1，060円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 16，130円

票 数

単勝票数 計 291699 的中 � 65656（2番人気）
複勝票数 計 523396 的中 � 98681（2番人気）� 80421（3番人気）� 33619（6番人気）
枠連票数 計 142523 的中 （3－6） 19416（1番人気）
馬連票数 計 561674 的中 �� 47888（3番人気）
馬単票数 計 374391 的中 �� 18870（3番人気）
ワイド票数 計 286693 的中 �� 17897（4番人気）�� 6435（13番人気）�� 4857（16番人気）
3連複票数 計 774419 的中 ��� 12041（15番人気）
3連単票数 計1291699 的中 ��� 5911（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．6―47．4―59．8―1：12．4―1：24．3―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．5
3 ・（2，11）－3（1，9）（4，10）7（5，15）14，8（6，13）－12 4 ・（2，11）（3，9）（1，4，10）（5，7，15）（14，8）6，13－12

勝馬の
紹 介

ジューヴルエール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．2．10 京都5着

2010．1．23生 牡3黒鹿 母 マチカネタマカズラ 母母 Sweet and Ready 2戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアムイシュタル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月23日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 ロングローア号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エルウェーフェロー号・ナガラセンプー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

07006 2月23日 曇 良 （25阪神1）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （ダート・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
1：09．7
1：08．7

重
重

55 ドリームハヤテ 牡3鹿 56 国分 恭介セゾンレースホース� 南井 克巳 日高 長谷川 一男 484－ 21：12．2 4．6�
66 ゴーインググレート 牡3栗 56 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 454± 0 〃 アタマ 8．2�
88 シゲルオウシザ 牡3栗 56 国分 優作森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 516＋ 41：12．51� 17．6�
44 � エイシンテキサス 牡3青 56 岩田 康誠平井 豊光氏 松元 茂樹 米 Redmon

Farm, LLC 476－121：12．6	 1．5�
22 タッチシタイ 牡3栗 56 川田 将雅小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 478± 01：13．02	 16．3�
89 フェブアクティヴ 
3栗 56 川島 信二釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 桑田 正己 496－ 21：13．21� 170．6	
33 ロードツイスター 
3鹿 56 W．ビュイック �ロードホースクラブ 高野 友和 浦河 惣田 英幸 456－ 41：13．3クビ 24．4


（英）

77 ノートゥング 牡3栗 56 浜中 俊前田 幸治氏 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494－ 61：13．93	 14．1�

（8頭）
11 シゲルホウオウザ 牡3鹿 56 福永 祐一森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，586，900円 複勝： 75，269，000円 枠連： 8，400，100円
馬連： 36，358，500円 馬単： 37，569，800円 ワイド： 19，352，900円
3連複： 46，699，300円 3連単： 148，282，800円 計： 397，519，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 270円 � 500円 � 820円 枠 連（5－6） 1，580円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 440円 �� 710円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 13，500円

票 数

単勝票数 差引計 255869（返還計 423） 的中 � 43965（2番人気）
複勝票数 差引計 752690（返還計 3415） 的中 � 84717（2番人気）� 38110（3番人気）� 21751（6番人気）
枠連票数 差引計 84001（返還計 147） 的中 （5－6） 3936（7番人気）
馬連票数 差引計 363585（返還計 1034） 的中 �� 19787（5番人気）
馬単票数 差引計 375698（返還計 826） 的中 �� 10742（9番人気）
ワイド票数 差引計 193529（返還計 510） 的中 �� 11594（5番人気）�� 6639（10番人気）�� 4968（12番人気）
3連複票数 差引計 466993（返還計 3033） 的中 ��� 13916（8番人気）
3連単票数 差引計1482828（返還計 8277） 的中 ��� 8111（42番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．9―12．0―11．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．8―47．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームハヤテ �

父 メイショウボーラー �


母父 エ リ シ オ デビュー 2012．7．29 小倉6着

2010．4．10生 牡3鹿 母 トーホウハヤカゼ 母母 ウェディングベリー 10戦2勝 賞金 22，700，000円
〔出走取消〕 シゲルホウオウザ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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。



07007 2月23日 曇 良 （25阪神1）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

22 ネヴァーハーツ 牝4栃栗54 岩田 康誠廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 462± 01：54．8 4．3�
78 メイショウキラリ 牝4鹿 54 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 松栄牧場 460－ 4 〃 クビ 3．7�
55 � ア ラ ン ロ ド 牝5栗 55 太宰 啓介村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 438＋ 21：55．33 3．3�
810 ストレートラブ 牝4青鹿54 川田 将雅万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 41：55．61� 5．5�
66 ニーレンベルギア 牝4黒鹿54 内田 博幸吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 434＋ 21：55．7� 8．0�
44 スピカシチー 牝4鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 440＋171：55．8� 82．1	
89 � クリノソーニャ 牝8鹿 55 国分 優作栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 446－ 21：55．9� 30．9

33 アグネスローザ 牝4鹿 54 武 豊渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 420－ 61：56．43 17．1�
77 � ニホンピロルノン 牝4鹿 54 秋山真一郎小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 福岡 清 452－ 21：56．61� 29．7�
11 � ファーザーリープ 牝5栗 55 国分 恭介岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：58．6大差 81．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，754，400円 複勝： 29，119，200円 枠連： 9，357，100円
馬連： 38，953，200円 馬単： 27，510，300円 ワイド： 18，201，600円
3連複： 50，466，900円 3連単： 99，894，400円 計： 293，257，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 150円 � 120円 枠 連（2－7） 730円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 350円 �� 310円 �� 240円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 4，790円

票 数

単勝票数 計 197544 的中 � 36658（3番人気）
複勝票数 計 291192 的中 � 41147（3番人気）� 51836（2番人気）� 78307（1番人気）
枠連票数 計 93571 的中 （2－7） 9573（2番人気）
馬連票数 計 389532 的中 �� 37689（2番人気）
馬単票数 計 275103 的中 �� 12932（5番人気）
ワイド票数 計 182016 的中 �� 12182（3番人気）�� 14115（2番人気）�� 21087（1番人気）
3連複票数 計 504669 的中 ��� 46351（1番人気）
3連単票数 計 998944 的中 ��� 15394（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―14．2―13．0―12．9―12．8―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―38．5―51．5―1：04．4―1：17．2―1：29．7―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネヴァーハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2011．10．23 京都5着

2009．4．19生 牝4栃栗 母 リスティアアスリー 母母 エリモシユーテング 8戦2勝 賞金 15，800，000円

07008 2月23日 曇 良 （25阪神1）第1日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （ダート・右）
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
1：09．7
1：08．7

重
重

611 マサノボラーレビア 牡4鹿 57 川田 将雅中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 514＋ 21：12．4 3．9�
59 ファンデルワールス �4鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 486－ 21：12．71	 4．4�
11 
 ウエスタンムサシ 牡4芦 57 武 豊西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 498－ 41：13．01	 6．2�
34 キーブランド 牡4鹿 57 W．ビュイック 北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 498－ 4 〃 クビ 6．9�

（英）

47 タンブルブルータス 牡4鹿 57 浜中 俊ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 490－ 61：13．21� 4．0�
814� シナスタジア 牝4栗 55 小林 徹弥小田 吉男氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm, LLC 464＋ 61：13．3 27．0	
713 キクノフェーデ 牡6鹿 57 津村 明秀菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム B518－ 21：13．4 36．8

46 � エーシンブラスター 牡4黒鹿57 国分 恭介�栄進堂 大久保龍志 米 Machmer

Hall 466－ 4 〃 ハナ 101．9�
35 
 メイショウホロベツ 牡5鹿 57 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 474－ 4 〃 アタマ 20．7
23 
 エクストラトーン 牡4芦 57 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 506＋ 21：13．71	 14．7�
815
 クールオーシャン 牡5栗 57

54 ▲長岡 禎仁川上 哲司氏 目野 哲也 新ひだか 沖田 博志 520＋ 21：14．02 294．6�
22 ディープランマ 牝4栗 55 藤岡 佑介深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 440± 01：14．63 247．9�
712 ゴールデンポケット 牝4栗 55 太宰 啓介小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 448＋ 31：15．23 89．1�
58 
 サダムトレイス �4栗 57 国分 優作中島 稔氏 坪 憲章 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420＋101：15．51	 209．6�
610 マウシャーレ 牡5栗 57 熊沢 重文浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 452－ 21：15．71 239．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，397，300円 複勝： 40，882，300円 枠連： 14，205，800円
馬連： 55，800，800円 馬単： 35，246，600円 ワイド： 26，273，500円
3連複： 74，615，700円 3連単： 126，170，500円 計： 396，592，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 190円 � 200円 枠 連（5－6） 860円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 380円 �� 450円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 11，140円

票 数

単勝票数 計 233973 的中 � 47991（1番人気）
複勝票数 計 408823 的中 � 84073（2番人気）� 56805（3番人気）� 49513（5番人気）
枠連票数 計 142058 的中 （5－6） 12205（3番人気）
馬連票数 計 558008 的中 �� 40222（3番人気）
馬単票数 計 352466 的中 �� 11563（6番人気）
ワイド票数 計 262735 的中 �� 17696（3番人気）�� 14679（5番人気）�� 10293（9番人気）
3連複票数 計 746157 的中 ��� 26353（6番人気）
3連単票数 計1261705 的中 ��� 8364（24番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．2―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．3―47．5―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．1
3 14，9，11（5，13，12）（7，15）10，4，6，1，8（3，2） 4 14－9，11（5，13）12（7，15）（4，6）10，1，8，3，2

勝馬の
紹 介

マサノボラーレビア �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー 2012．5．13 京都4着

2009．4．8生 牡4鹿 母 ファーストクラス 母母 スイートコンコルド 10戦2勝 賞金 21，910，000円
※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。



07009 2月23日 曇 良 （25阪神1）第1日 第9競走 ��
��2，000�

せ ん り や ま

千 里 山 特 別
発走14時25分 （芝・右）
4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

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

89 オマワリサン 牡5鹿 57 藤田 伸二小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 524＋ 22：02．7 10．8�
55 コアレスドラード 牡5栗 57 武 豊小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 452＋ 2 〃 アタマ 2．3�
78 ケルンフォーティー 牡4栗 56 浜中 俊谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 452－ 2 〃 ハナ 4．1�
810 シゲルササグリ 牡4黒鹿56 岩田 康誠森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 500＋ 4 〃 クビ 8．0�
22 パープルタイヨー 牡7鹿 57 国分 恭介中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 456± 02：02．91� 151．8�
11 ゴールドブライアン 牡5青鹿57 内田 博幸杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 478＋182：03．11	 5．9�
44 ボーイフレンド 牡4栗 56 小牧 太北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 446＋ 82：03．2クビ 18．1	
77 プロフェッサー 牡4鹿 56 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 454± 02：03．83	 10．8

66 サンデージョウ 牝6青 55 秋山真一郎河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 対馬 正 504＋ 6 〃 クビ 64．5�
33 フェブスカイ 牡6鹿 57 国分 優作釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 460－ 22：04．01� 147．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，925，200円 複勝： 39，517，300円 枠連： 15，112，600円
馬連： 66，353，200円 馬単： 46，015，000円 ワイド： 27，023，800円
3連複： 78，566，400円 3連単： 185，843，600円 計： 484，357，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 230円 � 130円 � 150円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 440円 �� 520円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 12，990円

票 数

単勝票数 計 259252 的中 � 18998（6番人気）
複勝票数 計 395173 的中 � 34530（6番人気）� 105906（1番人気）� 74302（2番人気）
枠連票数 計 151126 的中 （5－8） 21572（2番人気）
馬連票数 計 663532 的中 �� 38091（6番人気）
馬単票数 計 460150 的中 �� 9642（16番人気）
ワイド票数 計 270238 的中 �� 13846（6番人気）�� 11508（9番人気）�� 39093（1番人気）
3連複票数 計 785664 的中 ��� 43020（4番人気）
3連単票数 計1858436 的中 ��� 10566（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．8―50．9―1：04．0―1：16．0―1：27．9―1：39．1―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オマワリサン 
�
父 リ ン カ ー ン 

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2010．9．26 中山5着

2008．4．29生 牡5鹿 母 アナタゴノミ 母母 アララットサン 30戦4勝 賞金 66，183，000円
〔制裁〕 コアレスドラード号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番）
※サンデージョウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07010 2月23日 曇 良 （25阪神1）第1日 第10競走 ��
��2，400�

みどうすじ

御堂筋ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．2
2：22．1

良
良

44 アドマイヤフライト 牡4鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 528－ 62：28．1 2．6�
57 カレンミロティック �5栗 57 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 462＋ 6 〃 クビ 11．4�
68 ニューダイナスティ 牡4鹿 56 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 22：28．2クビ 8．9�
22 	 カワキタフウジン 牡8栗 57 内田 博幸川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 512＋ 42：28．52 16．7�
711 タイキプレミアム 牡4鹿 56 川田 将雅�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 476＋ 22：28．81
 30．3�
33 ユウキソルジャー 牡4鹿 56 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム 440＋ 4 〃 ハナ 5．8	
11 カルドブレッサ 牡5栗 57 W．ビュイック �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 アタマ 3．7


（英）

710 トウカイオーロラ 牡6黒鹿57 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 484＋ 42：29．01� 34．8�
56 タニノエポレット 牡6鹿 57 四位 洋文谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 514－ 62：29．1クビ 16．6�
812 ネオブラックダイヤ 牡5青鹿57 国分 恭介小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 42：29．31� 55．0
69 ロードラテアート 牡7黒鹿57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム 480－ 82：29．51� 65．7�
45 マ ナ ク ー ラ 牡7黒鹿57 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 144．2�
813 セイカプレスト 牡7黒鹿57 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 468－ 2 〃 ハナ 202．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，552，600円 複勝： 83，815，000円 枠連： 26，753，600円
馬連： 134，896，400円 馬単： 76，796，000円 ワイド： 57，019，200円
3連複： 180，043，200円 3連単： 328，313，200円 計： 937，189，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 260円 � 280円 枠 連（4－5） 860円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 550円 �� 550円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 19，230円

票 数

単勝票数 計 495526 的中 � 153467（1番人気）
複勝票数 計 838150 的中 � 242029（1番人気）� 68675（4番人気）� 64715（5番人気）
枠連票数 計 267536 的中 （4－5） 23185（3番人気）
馬連票数 計1348964 的中 �� 69502（5番人気）
馬単票数 計 767960 的中 �� 24424（8番人気）
ワイド票数 計 570192 的中 �� 26560（5番人気）�� 26811（4番人気）�� 7188（22番人気）
3連複票数 計1800432 的中 ��� 31154（13番人気）
3連単票数 計3283132 的中 ��� 12600（55番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．7―12．8―12．8―13．2―13．1―12．8―12．2―11．2―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．8―37．5―50．3―1：03．1―1：16．3―1：29．4―1：42．2―1：54．4―2：05．6―2：16．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤフライト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．1．15 京都3着

2009．5．4生 牡4鹿 母 アドマイヤキセキ 母母 オトメゴコロ 9戦4勝 賞金 56，307，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 カルドブレッサ号の騎手W．ビュイックは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：12

番）
※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。



07011 2月23日 曇 良 （25阪神1）第1日 第11競走 ��
��1，600�第22回アーリントンカップ（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
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1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

アーリントンパーク競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 37，000，000円 15，000，000円 9，300，000円 5，600，000円 3，700，000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
1：32．0
1：30．7

良
良

66 コパノリチャード 牡3黒鹿56 W．ビュイック 小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：34．8 2．2�
（英）

33 カ オ ス モ ス 牡3鹿 56 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 510＋ 81：35．01	 3．3�
22 レッドアリオン 牡3鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 476± 01：35．1クビ 6．3�
89 メイショウヤマホコ 牡3黒鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 天羽牧場 448＋ 41：35．41
 56．1�
77 ラブリーデイ 牡3黒鹿57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470－ 21：35．61� 5．7�
11 タガノエンブレム 牡3青鹿56 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 01：35．7	 35．9	
810 テイエムイナズマ 牡3黒鹿57 秋山真一郎竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 508－ 21：35．91� 13．5

55 カシノランナウェイ �3栗 56 国分 優作柏木 務氏 梅内 忍 鹿児島 柏木 務 472 1：36．0
 159．1�
78 レッドジャイヴ 牡3青鹿56 浜中 俊 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448＋ 61：36．31
 42．1�
44 ケイアイヴァーゲ 牡3鹿 56 武 豊亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 430－ 61：36．93	 55．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 101，200，000円 複勝： 136，842，000円 枠連： 40，444，800円
馬連： 281，654，800円 馬単： 193，765，400円 ワイド： 98，097，700円
3連複： 352，802，200円 3連単： 960，134，900円 計： 2，164，941，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（3－6） 340円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 150円 �� 260円 �� 270円

3 連 複 ��� 550円 3 連 単 ��� 1，740円

票 数

単勝票数 計1012000 的中 � 367303（1番人気）
複勝票数 計1368420 的中 � 433506（1番人気）� 349179（2番人気）� 176827（4番人気）
枠連票数 計 404448 的中 （3－6） 90120（1番人気）
馬連票数 計2816548 的中 �� 637220（1番人気）
馬単票数 計1937654 的中 �� 239133（1番人気）
ワイド票数 計 980977 的中 �� 200149（1番人気）�� 85648（3番人気）�� 80784（4番人気）
3連複票数 計3528022 的中 ��� 480122（2番人気）
3連単票数 計9601349 的中 ��� 408464（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．4―12．4―11．4―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―48．3―1：00．7―1：12．1―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノリチャード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．11．4 京都1着

2010．4．15生 牡3黒鹿 母 ヒガシリンクス 母母 ビッグラブリー 4戦3勝 賞金 58，180，000円
※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。

07012 2月23日 曇 良 （25阪神1）第1日 第12競走 ��
��1，800�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，4歳56�5歳以上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
1：48．5
1：47．8

重
重

89 スズカルーセント 牡5鹿 57 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 510－ 21：54．0 1．8�
88 � キャッツインブーツ 牡8栗 57 国分 恭介山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd 540＋ 21：54．21	 53．6�
77 ハ ス ラ ー 牡5黒鹿57 川田 将雅水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 534± 01：54．3
 9．8�
66 ブルータンザナイト 牡4青鹿56 熊沢 重文桜井 欣吾氏 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 548－ 21：54．62 7．2�
44 オーヴァージョイド 牡5鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 524－ 61：54．7クビ 3．6�
55 スペシャルイモン 牡6鹿 57 小坂 忠士井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 494－ 21：55．23 202．5	
11 ピンウィール 牝4栗 54 浜中 俊
ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 446－ 4 〃 アタマ 7．6�
22 スエヒロジュピター 牝5鹿 55 小林 徹弥
みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム 518± 01：56．26 206．7�
33 サンマルリジイ 牝4黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 486－ 41：56．41	 45．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 37，052，400円 複勝： 61，207，600円 枠連： 17，384，200円
馬連： 75，918，200円 馬単： 65，712，300円 ワイド： 33，895，800円
3連複： 91，123，200円 3連単： 306，049，100円 計： 688，342，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 750円 � 230円 枠 連（8－8） 2，230円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 400円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 24，250円

票 数

単勝票数 計 370524 的中 � 164467（1番人気）
複勝票数 計 612076 的中 � 304004（1番人気）� 10757（7番人気）� 46650（5番人気）
枠連票数 計 173842 的中 （8－8） 5762（8番人気）
馬連票数 計 759182 的中 �� 18698（10番人気）
馬単票数 計 657123 的中 �� 12002（14番人気）
ワイド票数 計 338958 的中 �� 7993（12番人気）�� 23677（5番人気）�� 2722（20番人気）
3連複票数 計 911232 的中 ��� 12343（15番人気）
3連単票数 計3060491 的中 ��� 9315（71番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―13．7―13．5―12．4―12．8―12．2―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．5―39．2―52．7―1：05．1―1：17．9―1：30．1―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカルーセント �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2011．3．27 小倉14着

2008．4．28生 牡5鹿 母 ルネッサンスファウンド 母母 Go First Class 13戦3勝 賞金 31，820，000円



（25阪神1）第1日 2月23日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 145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 手 当

244，360，000円
4，160，000円
5，850，000円
1，360，000円
22，200，000円
53，667，000円
4，470，200円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
375，538，800円
667，279，800円
180，239，300円
871，217，000円
616，914，200円
374，243，500円
1，135，083，100円
2，616，915，300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 6，837，431，000円

総入場人員 12，545名 （有料入場人員 11，837名）
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