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07013 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時00分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 アスカリアン 牝3黒鹿54 福永 祐一上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 476－ 41：57．7 2．7�
59 アイスミディ 牝3栗 54 幸 英明村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 438± 0 〃 ハナ 18．2�
12 デ ィ エ ル ベ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 456－ 21：57．8� 19．2�
815 ハイエストクイーン 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：57．9クビ 11．7�
816 シーザライト 牝3鹿 54 池添 謙一広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 500± 01：58．0� 10．6	
612 テイエムソレイユ 牝3鹿 54 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 ムラカミファーム 486± 01：58．1� 2．0

713 タマモオテンバ 牝3栗 54 浜中 俊タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 440－ 41：58．2クビ 89．0�
611 ナ ム ラ ユ メ 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人奈村 睦弘氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 448－ 41：58．3� 91．9�
48 ナガラリバー 牝3栗 54

53 ☆義 英真長良レーシングクラブ 福島 信晴 浦河 グラストレーニ
ングセンター 412± 0 〃 ハナ 201．0

23 ザリーティー 牝3栗 54
53 ☆加藤 祥太中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 436－ 81：58．4� 35．4�

35 ロイヤルシャイン 牝3鹿 54 松山 弘平ロイヤルパーク 池添 兼雄 浦河 日進牧場 476± 01：59．14 153．6�
24 カネコメハナコヨ 牝3芦 54 国分 優作髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 村上牧場 450－ 61：59．41� 460．2�
714 ユニコーンレディ 牝3栗 54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 山際 智 456－ 41：59．5� 412．2�
11 スリーゴーディー 牝3栗 54 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 浦河 村中牧場 464± 01：59．6� 370．1�
510 ジョインフォース 牝3鹿 54 国分 恭介小林竜太郎氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 456＋ 41：59．92 160．3�
36 ナムラルビー 牝3栗 54 太宰 啓介奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 440－ 62：00．64 32．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，284，500円 複勝： 44，798，700円 枠連： 12，816，100円
馬連： 50，299，700円 馬単： 29，880，800円 ワイド： 33，931，300円
3連複： 74，871，900円 3連単： 115，841，200円 計： 383，724，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 510円 � 660円 枠 連（4－5） 1，530円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 540円 �� 830円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 22，900円

票 数

単勝票数 計 212845 的中 � 61499（2番人気）
複勝票数 計 447987 的中 � 111837（2番人気）� 18647（5番人気）� 13858（6番人気）
枠連票数 計 128161 的中 （4－5） 6456（5番人気）
馬連票数 計 502997 的中 �� 23680（5番人気）
馬単票数 計 298808 的中 �� 9655（6番人気）
ワイド票数 計 339313 的中 �� 16942（3番人気）�� 10539（9番人気）�� 3065（21番人気）
3連複票数 計 748719 的中 ��� 8480（20番人気）
3連単票数 計1158412 的中 ��� 3667（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―38．7―52．4―1：06．1―1：19．7―1：32．5―1：45．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスカリアン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．1．6 中山4着

2015．4．15生 牝3黒鹿 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※スリーゴーディー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

07014 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時30分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

816 サンライズルーク 牡3鹿 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 510± 01：27．3 5．9�
35 セドゥラマジー 牝3栗 54 川田 将雅 �シルクレーシング 池添 学 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 516＋221：27．51� 18．3�
713 キクノエスペルト 牡3黒鹿56 �島 良太菊池 五郎氏 森田 直行 浦河 高村牧場 484－ 41：27．6クビ 5．6�
59 ウォーターレラ 牝3黒鹿54 国分 恭介山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 466－ 41：27．81� 6．2�
611 ア ト ス 牡3青鹿56 浜中 俊前原 敏行氏 奥村 豊 浦河 バンブー牧場 442＋ 2 〃 ハナ 4．7�
510 スズカフェスタ 牡3栗 56 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 484－ 61：27．9� 64．9	
714 レンブランサ 牝3栗 54 小牧 太名古屋友豊
 宮本 博 安平 ノーザンファーム 428± 01：28．11� 46．1�
24 エールエクスピレ 牡3青鹿56 幸 英明佐伯由加理氏 今野 貞一 新冠 タニグチ牧場 496＋ 21：28．2� 16．1�
48 ナムラセンリョウ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 日高 若林 順一 446－ 2 〃 アタマ 419．2
12 コ ラ ー ド 牡3芦 56 高倉 稜名古屋友豊
 木原 一良 浦河 宮内牧場 468－22 〃 アタマ 6．3�
23 メイショウツヅラ 牝3青鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三栄牧場 420＋ 21：28．62� 434．3�
47 テイエムカナロア 牡3黒鹿56 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 556－ 21：28．92 265．1�
612 カフジユニコーン 牡3鹿 56 福永 祐一加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 480－ 81：29．0クビ 24．5�
11 ブルベアノザワナ 牡3栗 56

55 ☆義 英真 
ブルアンドベア 服部 利之 新冠 石田牧場 446± 01：29．42� 463．5�
815 ダンツタイヨウ 牡3黒鹿56 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド B520± 01：29．61� 6．1�
36 タガノアヴニール 牡3栗 56 田中 健八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 81：30．23� 76．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，506，000円 複勝： 43，822，300円 枠連： 15，836，000円
馬連： 57，479，400円 馬単： 24，981，200円 ワイド： 40，800，400円
3連複： 79，314，100円 3連単： 83，683，200円 計： 374，422，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 560円 � 210円 枠 連（3－8） 2，560円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 9，850円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 870円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 16，890円 3 連 単 ��� 66，160円

票 数

単勝票数 計 285060 的中 � 38234（3番人気）
複勝票数 計 438223 的中 � 48151（5番人気）� 17291（8番人気）� 60718（2番人気）
枠連票数 計 158360 的中 （3－8） 4793（14番人気）
馬連票数 計 574794 的中 �� 8326（24番人気）
馬単票数 計 249812 的中 �� 1902（44番人気）
ワイド票数 計 408004 的中 �� 5323（24番人気）�� 12423（12番人気）�� 4444（26番人気）
3連複票数 計 793141 的中 ��� 3521（65番人気）
3連単票数 計 836832 的中 ��� 917（252番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―48．0―1：01．3―1：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．2―3F39．3
3 16（2，5）（6，11）4，13，10，3（1，12）15（14，9）（7，8） 4 16，5（2，11）（6，13）（4，10）3（1，9）（14，12，8）15，7

勝馬の
紹 介

サンライズルーク �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．11．12 京都8着

2015．2．26生 牡3鹿 母 パッションローズ 母母 マヤノクリオネ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 サンライズルーク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30，000円。
※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） 1頭 スリーゴーディー号
（非抽選馬） 1頭 ボンテン号

第１回 阪神競馬 第２日



07015 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

47 キープシークレット 牝3黒鹿54 国分 恭介 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B446－ 41：55．4 35．6�
24 ザクライングマシン 牡3栗 56 C．ルメール 伊藤 信之氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476－ 4 〃 クビ 2．2�
35 メイショウカクウン 牡3青鹿56 太宰 啓介松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 448－ 81：55．71� 63．3�
612 パープルヒストリー 牡3栗 56 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 424－ 6 〃 クビ 68．5�
11 サンライズアミーゴ 牡3芦 56 小牧 太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 21：55．8クビ 111．7�
713� アメリカンエース 牡3鹿 56 和田 竜二吉澤 克己氏 音無 秀孝 米 Ben Sangster 484－ 61：56．43	 4．1	
36 パクスディオラム 牡3黒鹿56 川田 将雅 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 494＋ 21：56．82	 9．9

816 ヴィグランドユウキ 牡3鹿 56 国分 優作大島 豊彦氏 服部 利之 新ひだか 山田牧場 500－ 81：56．9クビ 726．6�
23 ジューンシェイカー 牡3鹿 56 高田 潤吉川 潤氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 458－ 2 〃 クビ 614．7�
12 ムーンアンドスター 牡3芦 56

55 ☆義 英真古賀 禎彦氏 飯田 祐史 新冠 村上 欽哉 500－16 〃 ハナ 68．5�
48 ナムラシシマル 牡3鹿 56

53 ▲三津谷隼人奈村 信重氏 目野 哲也 浦河 中島牧場 496－ 41：57．21� 24．9
815 ゴッドミラクル 牡3鹿 56 松山 弘平�サンライズ 北出 成人 新ひだか 有限会社石川牧場 438－ 21：57．3	 7．1�
510 グラスコマチ 牝3黒鹿 54

53 ☆荻野 極半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 434± 01：57．4	 6．2�
714 テイエムホマレボシ 牡3鹿 56 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 新ひだか 桑嶋 峰雄 470－ 6 〃 クビ 323．1�
59 アカネコントレイル 牡3鹿 56 岩田 康誠ライオンレースホース� 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 454－ 21：57．93 51．5�
611 プラチナバローズ 牡3青鹿56 池添 謙一猪熊 広次氏 松下 武士 浦河 バンダム牧場 B472± 01：59．07 38．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，427，200円 複勝： 41，805，100円 枠連： 12，041，400円
馬連： 54，829，400円 馬単： 27，060，400円 ワイド： 37，861，600円
3連複： 78，404，600円 3連単： 94，316，400円 計： 377，746，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，560円 複 勝 � 640円 � 150円 � 840円 枠 連（2－4） 1，450円

馬 連 �� 3，780円 馬 単 �� 11，660円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 10，280円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 40，080円 3 連 単 ��� 331，930円

票 数

単勝票数 計 314272 的中 � 7062（7番人気）
複勝票数 計 418051 的中 � 13633（7番人気）� 107802（1番人気）� 9984（10番人気）
枠連票数 計 120414 的中 （2－4） 6427（7番人気）
馬連票数 計 548294 的中 �� 11238（13番人気）
馬単票数 計 270604 的中 �� 1740（33番人気）
ワイド票数 計 378616 的中 �� 8073（12番人気）�� 920（60番人気）�� 6113（16番人気）
3連複票数 計 784046 的中 ��� 1467（86番人気）
3連単票数 計 943164 的中 ��� 206（641番人気）

ハロンタイム 12．9―10．7―13．1―12．8―13．1―13．1―13．0―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．6―36．7―49．5―1：02．6―1：15．7―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．8―3F39．7
1
3
4，7，11（10，13）－15，3，14，2（9，12）1，5，8－6－16
4（7，11）（10，13）15，3（2，6）14（1，12）5，8（16，9）

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

勝馬の
紹 介

キープシークレット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2017．7．2 中京8着

2015．2．10生 牝3黒鹿 母 ウーマンシークレット 母母 Monevassia 6戦1勝 賞金 5，500，000円

07016 2月25日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30阪神1）第2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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

57 ダンツプリウス 牡5鹿 60 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 522－ 83：21．8 1．8�
34 � スズカグランデ �7栗 60 白浜 雄造永井 啓弍氏 寺島 良 平取 稲原牧場 444－ 43：22．22� 3．6�
11 ゲネラルプローベ 牡6鹿 60 中村 将之前田 葉子氏 宮本 博 浦河 福岡 光夫 488＋103：22．62� 24．6�
712 サトノアッシュ 牡6鹿 60 林 満明 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 504＋203：22．92 19．3�
45 ウ ル ラ ー レ 牡4栗 59 平沢 健治�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 03：23．11 28．0�
69 � スフバータル 牡5栗 60 草野 太郎	和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 504± 03：23．42 54．0

46 ニシノキャプテン 牡4鹿 59 植野 貴也西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 488－ 23：23．61	 33．9�
22 アドマイヤデライト 牡5黒鹿60 難波 剛健近藤 利一氏 梅田 智之 日高 幾千世牧場 544＋ 23：24．45 19．3�
58 スズカプリティー 牝7鹿 58 石神 深一永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 470± 03：26．010 70．7
813 メイショウタンヅツ 牡4鹿 59 佐久間寛志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 470＋ 63：26．21	 62．7�
814� ユキノサンブライト 牝7鹿 58 上野 翔井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 83：26．73 183．4�
610 フォルテメンテ 牡4鹿 59 五十嵐雄祐伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 514＋ 63：29．2大差 23．2�
711 レディーフランソワ 牝4鹿 57 蓑島 靖典植木 茂年氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 488－ 43：30．47 409．3�
33 � メイショウヒカル 牡4鹿 59 森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 474＋ 4 （競走中止） 7．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，160，600円 複勝： 25，724，800円 枠連： 14，501，100円
馬連： 39，052，500円 馬単： 23，384，600円 ワイド： 25，818，000円
3連複： 62，632，700円 3連単： 90，211，100円 計： 301，485，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 290円 枠 連（3－5） 200円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 180円 �� 620円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 計 201606 的中 � 85164（1番人気）
複勝票数 計 257248 的中 � 96183（1番人気）� 50123（2番人気）� 12119（6番人気）
枠連票数 計 145011 的中 （3－5） 55577（1番人気）
馬連票数 計 390525 的中 �� 104809（1番人気）
馬単票数 計 233846 的中 �� 42028（1番人気）
ワイド票数 計 258180 的中 �� 47712（1番人気）�� 9104（7番人気）�� 7027（11番人気）
3連複票数 計 626327 的中 ��� 32585（4番人気）
3連単票数 計 902111 的中 ��� 19363（4番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．2－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
1－（4，7）（6，11）（12，5）－2－14，3，10－9，13－8
1－（4，7）（6，5）－12，2－11，9－14＝10＝8，13＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツプリウス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．6．21 阪神4着

2013．3．1生 牡5鹿 母 ストロングレダ 母母 ハートオンウェーブ 障害：2戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 メイショウヒカル号は，2周目4号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 スズカグランデ号の騎手白浜雄造は，1周目3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）
※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 アイファーマグオー号・テイエムファンドル号



07017 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第5競走 ��
��2，400�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
2：24．1
2：22．1

良
良

33 マサハヤニース 牡3鹿 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 458－ 22：30．0 2．1�
79 セイウンフォーカス 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 470－ 2 〃 ハナ 5．6�
78 ウォーターエルピス 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 520－ 42：30．31� 14．2�
44 ラストクルセイド 牡3鹿 56 津村 明秀 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム 460－102：30．72� 4．7�
11 ケイティノーブル 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 444－ 62：31．01� 42．8�

810 サンクエトワール 牝3鹿 54 国分 優作 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 370－ 4 〃 ハナ 40．4


811 ピースラヴィング 牡3栗 56 川島 信二小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 520－ 42：31．1クビ 5．9�
67 ミコデイジーラブ 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太古賀 慎一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 512＋ 42：31．84 84．8�
55 フォーアシュトース 牡3黒鹿56 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 イワミ牧場 516－ 42：32．01	 35．0
66 オーミスマイル 牡3鹿 56 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 松木 加代 510－24 〃 クビ 115．8�
22 
 リ ョ ー ケ ン 牡3鹿 56 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス	 矢作 芳人 愛 Swordle-
stown Little 462－ 22：33．8大差 18．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，774，700円 複勝： 25，938，700円 枠連： 10，485，800円
馬連： 45，727，300円 馬単： 27，655，600円 ワイド： 28，788，100円
3連複： 66，419，000円 3連単： 100，302，300円 計： 330，091，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 220円 枠 連（3－7） 450円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 270円 �� 440円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 5，240円

票 数

単勝票数 計 247747 的中 � 93142（1番人気）
複勝票数 計 259387 的中 � 77332（1番人気）� 38586（3番人気）� 21715（5番人気）
枠連票数 計 104858 的中 （3－7） 17954（2番人気）
馬連票数 計 457273 的中 �� 61958（2番人気）
馬単票数 計 276556 的中 �� 26414（2番人気）
ワイド票数 計 287881 的中 �� 31063（2番人気）�� 16261（5番人気）�� 7398（10番人気）
3連複票数 計 664190 的中 ��� 23757（5番人気）
3連単票数 計1003023 的中 ��� 13862（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．7―13．6―12．7―13．2―13．0―12．9―11．9―11．3―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．6―38．3―51．9―1：04．6―1：17．8―1：30．8―1：43．7―1：55．6―2：06．9―2：17．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マサハヤニース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．5 京都6着

2015．4．26生 牡3鹿 母 ラ カ 母母 ダンスパートナー 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 リョーケン号は，向正面から最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

07018 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．6
1：56．1

良
良

12 センテリュオ 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 454 ―2：03．5 2．4�
815 ロードレガリス 牡3黒鹿56 幸 英明 �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 496 ―2：03．6� 24．2�
612 アドマイヤデジタル 牡3青鹿56 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 452 ― 〃 クビ 4．7�

（アドマイヤアクロス）

47 ヴァイスブリッツ 牡3鹿 56 四位 洋文 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 岡田スタツド 430 ―2：03．81� 6．7�

11 レーガノミクス 牡3鹿 56 川田 将雅�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 532 ― 〃 ハナ 4．4	
36 オンワードマリー 牝3芦 54

53 ☆加藤 祥太樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 420 ―2：04．22� 215．6

510 トーアプリンセス 牝3栗 54 松田 大作高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 424 ―2：04．83� 77．8�
23 モデルスター 牝3鹿 54 小牧 太�イクタ 藤沢 則雄 新冠 村本牧場 398 ―2：05．01� 263．2�
611 エイシンエンデバー 牡3黒鹿56 津村 明秀�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 490 ―2：05．21� 94．9
714 ボアヴィスタ 牡3鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 石坂 正 浦河 笠松牧場 524 ―2：05．3クビ 9．7�
24 ポールウィン 牝3鹿 54 森 一馬寺田 寿男氏 斉藤 崇史 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440 ―2：05．51� 53．5�
35 タガノラヴリー 牝3栗 54 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 384 ―2：06．13� 58．6�
816 エストゥディオ 牡3鹿 56 岩田 康誠�G1レーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 464 ―2：06．63 46．8�
59 ナリタカピリナ 牝3鹿 54 国分 恭介�オースミ 松下 武士 新ひだか 岡田牧場 480 ―2：07．13 164．9�
48 テーオーアモーレ 牝3鹿 54 池添 謙一小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 482 ―2：07．2	 130．4�
713 カズフィンテック 牡3黒鹿 56

55 ☆荻野 極合同会社雅苑興業 西浦 勝一 日高 白井牧場 460 ―2：07．3クビ 190．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，344，400円 複勝： 35，337，100円 枠連： 16，450，500円
馬連： 53，404，400円 馬単： 30，207，500円 ワイド： 35，251，800円
3連複： 73，231，900円 3連単： 96，329，900円 計： 375，557，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 290円 � 150円 枠 連（1－8） 870円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 790円 �� 280円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 13，190円

票 数

単勝票数 計 353444 的中 � 117018（1番人気）
複勝票数 計 353371 的中 � 96762（1番人気）� 21323（6番人気）� 63041（2番人気）
枠連票数 計 164505 的中 （1－8） 14588（5番人気）
馬連票数 計 534044 的中 �� 20229（8番人気）
馬単票数 計 302075 的中 �� 7467（12番人気）
ワイド票数 計 352518 的中 �� 10650（9番人気）�� 37744（2番人気）�� 7486（12番人気）
3連複票数 計 732319 的中 ��� 19735（9番人気）
3連単票数 計 963299 的中 ��� 5293（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．7―51．2―1：04．3―1：16．7―1：28．6―1：40．4―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9
1
3
4，11，7－（1，2）12（10，15）14，3（6，13）5－（8，9）－16・（4，11）7（10，2）12（1，15）（3，14）6，5，8（16，13）－9

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

勝馬の
紹 介

センテリュオ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2015．4．8生 牝3鹿 母 アドマイヤキラメキ 母母 エヴリウィスパー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ヴァイスブリッツ号の騎手四位洋文は，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：10番）



07019 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，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
1：08．8
1：08．7

重
重

22 スーパーライナー 牡5鹿 57 松山 弘平谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B502＋ 41：12．3 3．2�
712 グランドガール 牝4鹿 55 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 470－ 21：12．62 15．8�
611 フィールブリーズ 牡5鹿 57 幸 英明水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 新ひだか 土田農場 536－ 41：12．7� 27．3�
59 ゼ セ ル 牡4鹿 57 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 484－ 4 〃 アタマ 18．6�
34 フィールドステイ 牡4鹿 57 C．ルメール 地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 512＋121：12．8クビ 4．7�
11 タ テ ヤ マ 牡4栗 57

56 ☆荻野 極小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 472＋ 41：12．9� 5．8�
23 ダブルスプリット 牡4栗 57 松田 大作	KTレーシング 西園 正都 日高 山際 辰夫 B490＋ 8 〃 クビ 18．1

815 メイショウカネサダ 牡5栗 57

56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日進牧場 544＋481：13．11� 19．2�
610 ボストンビリーヴ 牝8栗 55 川島 信二ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 460－ 21：13．31 141．1�
35 ハートフルタイム 牡4黒鹿57 岩田 康誠青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 506± 01：13．4� 8．7
713 ビップソルダー 牡4鹿 57 福永 祐一鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 486－ 41：13．5� 9．7�
58 ガールズブランド 牝4栗 55 国分 優作吉永 清美氏 目野 哲也 浦河 村下 清志 442－ 21：13．7� 244．7�
47 	 マーケットレイズン 牝4芦 55 田中 健峰 哲馬氏 服部 利之 新ひだか 藤吉牧場 432－ 81：13．91� 389．4�
814 エイシンルカーノ 牡4栗 57 津村 明秀	栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 466＋ 61：14．53� 15．6�
46 ウイングフリオーソ 牝4鹿 55 小林 徹弥 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 462＋ 41：14．71� 486．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，505，500円 複勝： 57，201，600円 枠連： 20，430，000円
馬連： 83，924，400円 馬単： 38，715，800円 ワイド： 56，003，300円
3連複： 117，717，600円 3連単： 138，446，800円 計： 552，945，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 390円 � 530円 枠 連（2－7） 920円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 1，410円 �� 4，680円

3 連 複 ��� 18，850円 3 連 単 ��� 73，530円

票 数

単勝票数 計 405055 的中 � 100974（1番人気）
複勝票数 計 572016 的中 � 132154（1番人気）� 32420（6番人気）� 22515（10番人気）
枠連票数 計 204300 的中 （2－7） 17195（3番人気）
馬連票数 計 839244 的中 �� 21171（11番人気）
馬単票数 計 387158 的中 �� 5842（16番人気）
ワイド票数 計 560033 的中 �� 14792（11番人気）�� 10297（16番人気）�� 2980（50番人気）
3連複票数 計1177176 的中 ��� 4683（66番人気）
3連単票数 計1384468 的中 ��� 1365（251番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．1―12．0―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーパーライナー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．8．16 新潟2着

2013．3．14生 牡5鹿 母 ヘヴンリーヴォイス 母母 ヘヴンリーソング 21戦2勝 賞金 41，137，000円
〔発走状況〕 ハートフルタイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タテヤマ号の騎手荻野極は，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こうとしたことについて過怠金

30，000円。（被害馬：12番）
〔調教再審査〕 ハートフルタイム号は，発走調教再審査。

07020 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走13時50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 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
1：48．5
1：47．8

重
重

811 ナムラヘラクレス 牡4鹿 56 田中 健奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 490－ 21：51．8 9．3�
68 キ ク ノ ル ア 牡4栗 56 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 512－ 4 〃 クビ 1．6�
812 エルデュクラージュ �4芦 56

55 ☆荻野 極 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 484－ 81：51．9	 5．8�
55 ドラゴンカップ 牡5鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452＋ 41：52．11
 14．8�
44 ワタシノロザリオ 牝4青鹿54 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 444－ 21：52．52� 16．7	
67 サンライズレーヴ 牡7栗 57

56 ☆義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 474－ 21：53．13� 208．4


56 エンクエントロス 牡6鹿 57 高倉 稜山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B496± 0 〃 クビ 167．7�
11 ヴ ィ ッ セ ン 牡7鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 61：53．2	 11．2�
79 ニホンピロヘーゼル 牝5鹿 55 和田 竜二小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 510＋ 41：53．3クビ 8．0
22 ウェーブキング 牡6鹿 57 松山 弘平万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 510－ 21：54．68 143．7�
710 デ イ ズ 牡4黒鹿56 太宰 啓介池袋レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 544－ 61：54．91	 112．1�
33 ニホンピロサンダー 牡6黒鹿57 柴田 未崎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 492＋101：55．32� 331．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，501，300円 複勝： 90，329，100円 枠連： 15，948，300円
馬連： 72，192，200円 馬単： 46，408，400円 ワイド： 49，604，100円
3連複： 100，988，800円 3連単： 187，809，900円 計： 604，782，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 170円 � 110円 � 140円 枠 連（6－8） 240円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 270円 �� 600円 �� 180円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 415013 的中 � 35537（4番人気）
複勝票数 計 903291 的中 � 51626（4番人気）� 591912（1番人気）� 73253（2番人気）
枠連票数 計 159483 的中 （6－8） 50148（1番人気）
馬連票数 計 721922 的中 �� 83285（3番人気）
馬単票数 計 464084 的中 �� 16816（9番人気）
ワイド票数 計 496041 的中 �� 45288（3番人気）�� 17239（8番人気）�� 82536（1番人気）
3連複票数 計1009888 的中 ��� 87306（2番人気）
3連単票数 計1878099 的中 ��� 16674（32番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．7―12．1―12．2―12．3―12．7―12．4―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．7―48．8―1：01．0―1：13．3―1：26．0―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラヘラクレス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．12．17 阪神6着

2014．5．6生 牡4鹿 母 ナムラカエデジョウ 母母 サクラマツリ 15戦2勝 賞金 25，500，000円
［他本会外：1戦1勝］



07021 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第9競走 ��
��2，200�すみれステークス

発走14時25分 （芝・右）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，200万円毎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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．9

良
良

77 キタノコマンドール 牡3鹿 56 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490－ 42：11．7 4．7�
55 ケイティクレバー 牡3鹿 57 小林 徹弥瀧本 和義氏 目野 哲也 千歳 社台ファーム 446＋ 22：11．8� 3．4�
33 ビッグスモーキー 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 524＋ 12：12．01	 19．5�
11 スズカテイオー 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 504－ 42：12．21	 8．3�
22 コズミックフォース 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464－122：12．52 2．1	
44 シスターフラッグ 牝3黒鹿54 岩田 康誠小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 490－ 22：12．82 30．6

88 シエラネバダ 牡3芦 56 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512＋102：13．54 14．2�
66 タガノスカイハイ 牡3鹿 56 幸 英明八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋122：13．6
 74．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 83，930，900円 複勝： 72，342，000円 枠連： 発売なし
馬連： 118，901，300円 馬単： 67，161，400円 ワイド： 61，799，300円
3連複： 138，451，900円 3連単： 337，782，800円 計： 880，369，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 170円 � 490円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，390円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 24，820円

票 数

単勝票数 計 839309 的中 � 140420（3番人気）
複勝票数 計 723420 的中 � 104172（3番人気）� 130962（2番人気）� 29270（7番人気）
馬連票数 計1189013 的中 �� 96330（4番人気）
馬単票数 計 671614 的中 �� 28680（7番人気）
ワイド票数 計 617993 的中 �� 50973（3番人気）�� 10592（16番人気）�� 14808（13番人気）
3連複票数 計1384519 的中 ��� 18216（17番人気）
3連単票数 計3377828 的中 ��� 9866（82番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―11．9―12．4―12．1―12．3―12．3―12．0―11．8―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．2―36．1―48．5―1：00．6―1：12．9―1：25．2―1：37．2―1：49．0―2：00．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタノコマンドール 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．23 阪神1着

2015．2．12生 牡3鹿 母 ベネンシアドール 母母 フェアリードール 2戦2勝 賞金 26，196，000円

07022 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第10競走 ��
��1，800�

い た み

伊丹ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，1，600万円以下；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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

713 ザイディックメア 牡6鹿 57 和田 竜二 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 474－ 61：52．7 10．6�
12 クリノリトミシュル 牝5鹿 55 C．ルメール 栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 498＋ 21：52．8� 2．6�
612 ウインユニファイド 牡6黒鹿57 松山 弘平�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B522＋ 41：52．9	 27．5�
48 ホーリーブレイズ 牡4鹿 56 幸 英明村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 462± 0 〃 クビ 10．9�
35 ティーポイズン 牡7栗 57 浜中 俊深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 516＋ 81：53．0クビ 100．7	
59 ベルウッドテラス 
8鹿 57 加藤 祥太鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 490－ 8 〃 アタマ 491．3

47 メガオパールカフェ 牡7栗 57 武 豊西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 538－ 61：53．21� 63．0�
815 ジュンスパーヒカル 牡6鹿 57 岩田 康誠河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－ 21：53．41� 5．0�
611 ヴ ァ ロ ー ア 牝6鹿 55 四位 洋文�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 472－ 2 〃 クビ 29．5
24 サンライズウィズ 牡5鹿 57 荻野 極松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 500＋ 21：53．5クビ 115．6�
23 タガノヴェローナ 牝4芦 54 国分 恭介八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472＋ 4 〃 アタマ 56．7�
510 フォギーナイト 牡4芦 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 484＋ 21：53．6	 3．7�
36 パワーポケット 牡6黒鹿57 太宰 啓介柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 538－141：53．91	 44．4�
11 オ ル ナ 牡6鹿 57 福永 祐一�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 518＋ 21：54．53� 16．8�
714 ミキノグランプリ 牡7栗 57 田中 健谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 476－101：54．71� 281．4�
816 ジュエルメーカー 牝6黒鹿55 国分 優作前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 514＋ 41：54．8	 174．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，370，000円 複勝： 84，368，700円 枠連： 36，018，500円
馬連： 175，338，500円 馬単： 76，870，100円 ワイド： 94，297，400円
3連複： 237，034，300円 3連単： 342，144，900円 計： 1，106，442，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 270円 � 130円 � 420円 枠 連（1－7） 1，220円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，780円 �� 930円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 44，040円

票 数

単勝票数 計 603700 的中 � 45557（4番人気）
複勝票数 計 843687 的中 � 68556（5番人気）� 232474（1番人気）� 38781（7番人気）
枠連票数 計 360185 的中 （1－7） 22722（4番人気）
馬連票数 計1753385 的中 �� 104573（5番人気）
馬単票数 計 768701 的中 �� 14777（14番人気）
ワイド票数 計 942974 的中 �� 48091（3番人気）�� 8203（28番人気）�� 25906（11番人気）
3連複票数 計2370343 的中 ��� 25141（23番人気）
3連単票数 計3421449 的中 ��� 5632（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．6―49．1―1：02．0―1：14．8―1：27．4―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ザイディックメア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．11．1 京都4着

2012．5．2生 牡6鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 26戦5勝 賞金 75，496，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

１レース目



07023 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第11競走 ��
��1，400�第62回阪 急 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，29．2．25以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，29．2．24以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を
除く）

阪急電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

713 ダイアナヘイロー 牝5黒鹿54 武 豊�駒秀 福島 信晴 浦河 大西ファーム 470－ 81：20．1 16．8�
817� モズアスコット 牡4栗 56 C．ルメール �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer

Wind Farm 488＋ 2 〃 クビ 2．6�
36 レッドファルクス 牡7芦 58 川田 将雅 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 ハナ 3．8�
11 ニシノラッシュ 牡6鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 504＋ 21：20．2クビ 31．3�
24 ペイシャフェリシタ 牝5黒鹿54 松田 大作北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 488－ 2 〃 クビ 27．0�
12 シ ュ ウ ジ 牡5鹿 56 福永 祐一安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 502－ 21：20．3クビ 12．2	
59 マイネルバールマン 牡4芦 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 528＋14 〃 ハナ 204．2

612 ディバインコード 牡4鹿 56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 502± 0 〃 ハナ 12．0�
818 タイムトリップ 牡4黒鹿56 加藤 祥太中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 506＋301：20．4	 325．9�
510 ユキノアイオロス 
10鹿 56 川島 信二井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 488－ 41：20．5クビ 377．0
35 コスモドーム 牡7鹿 56 国分 恭介 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 516－ 6 〃 ハナ 375．0�
816 アポロノシンザン 牡6鹿 56 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 486＋ 2 〃 クビ 18．4�
47 ムーンクレスト 牡6鹿 56 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 478－ 21：20．6クビ 57．5�
23 ミッキーラブソング 牡7黒鹿56 松山 弘平野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 ハナ 58．7�
715 カラクレナイ 牝4栗 54 池添 謙一吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 498± 01：20．7	 8．9�
714� モ ー ニ ン 牡6栗 57 浜中 俊馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire

Equines, LLC B538＋ 61：20．8� 16．4�
48 � ヒルノデイバロー 牡7黒鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B516－101：20．9クビ 21．7�
611 コロマンデル 牡6黒鹿56 高倉 稜吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：21．53� 409．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 195，708，500円 複勝： 261，590，800円 枠連： 154，874，800円
馬連： 708，965，100円 馬単： 288，985，000円 ワイド： 379，845，600円
3連複： 1，281，180，800円 3連単： 1，856，735，400円 計： 5，127，886，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 480円 � 130円 � 150円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 7，520円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，720円 �� 290円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 32，160円

票 数

単勝票数 計1957085 的中 � 92897（7番人気）
複勝票数 計2615908 的中 � 91223（10番人気）� 662627（1番人気）� 485583（2番人気）
枠連票数 計1548748 的中 （7－8） 211931（1番人気）
馬連票数 計7089651 的中 �� 193229（11番人気）
馬単票数 計2889850 的中 �� 28800（28番人気）
ワイド票数 計3798456 的中 �� 66528（16番人気）�� 51355（21番人気）�� 397123（1番人気）
3連複票数 計12811808 的中 ��� 224769（9番人気）
3連単票数 計18567354 的中 ��� 41846（83番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．3―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．2―45．5―56．9―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 13，16（1，9）7，2（4，12）（5，15）（3，17）（10，8）（6，14）18－11 4 13（16，9）（1，7）（2，12）（5，4，15）（3，17）（10，8）（6，14）18－11

勝馬の
紹 介

ダイアナヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．1．24 京都1着

2013．5．5生 牝5黒鹿 母 ヤマカツセイレーン 母母 ヤマカツサクラ 19戦7勝 賞金 177，985，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダイアナヘイロー号は，高松宮記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

07024 2月25日 曇 良 （30阪神1）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：21．5
1：21．5

不良
不良

24 ワンダーサジェス 牝5鹿 55 小牧 太山本 能成氏 石橋 守 浦河 大島牧場 488－ 21：24．6 5．5�
48 シゲルゴホウサイ 牝6鹿 55 津村 明秀森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 462＋101：24．81 137．6�
611 メイショウタラチネ 牝6黒鹿55 川田 将雅松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B474＋ 41：24．9� 18．2�
36 ブライスガウ 牝5栗 55 和田 竜二一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 482－ 61：25．11 9．5�
714 テーオーソルジャー 牡7栗 57 国分 恭介小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 4 〃 クビ 22．3�
713 サンビショップ 	6栗 57 川島 信二�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 464－ 41：25．31
 50．0	
815 ヴィルデローゼ 牝4黒鹿55 武 豊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468－ 8 〃 クビ 3．1

12 リリーヴィクトリー 牡6黒鹿57 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 502＋ 21：25．4� 86．7�
510 タッチシタイ 牡8栗 57

56 ☆荻野 極小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 490－ 4 〃 クビ 343．6�
59 メイショウテンセイ 牡4鹿 57 �島 良太松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 橋本牧場 508＋ 21：25．5� 24．9
47 ウォーターピオニー 牝5鹿 55 高倉 稜山岡 良一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 436－101：25．6クビ 29．0�
35 ハーツジュニア 牡6鹿 57 太宰 啓介田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 498－ 6 〃 ハナ 46．1�
816 リアルプロジェクト 牡6鹿 57 池添 謙一吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム B534＋ 21：25．81
 15．3�
11 メンターモード 牡4鹿 57 C．ルメール 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 504－ 4 〃 ハナ 6．2�
612 メイショウギガース 牡4青鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 470－ 41：25．9クビ 6．9�
23 ミスズスター 牡5鹿 57 幸 英明永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 462－ 41：26．0� 25．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，072，300円 複勝： 95，676，600円 枠連： 49，546，400円
馬連： 196，160，400円 馬単： 77，202，000円 ワイド： 111，791，500円
3連複： 272，667，100円 3連単： 349，096，300円 計： 1，231，212，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 2，050円 � 470円 枠 連（2－4） 4，770円

馬 連 �� 28，220円 馬 単 �� 39，170円

ワ イ ド �� 8，240円 �� 1，400円 �� 17，190円

3 連 複 ��� 102，350円 3 連 単 ��� 459，330円

票 数

単勝票数 計 790723 的中 � 114533（2番人気）
複勝票数 計 956766 的中 � 135455（2番人気）� 10250（15番人気）� 50924（7番人気）
枠連票数 計 495464 的中 （2－4） 8043（18番人気）
馬連票数 計1961604 的中 �� 5387（70番人気）
馬単票数 計 772020 的中 �� 1478（118番人気）
ワイド票数 計1117915 的中 �� 3454（76番人気）�� 21227（14番人気）�� 1647（92番人気）
3連複票数 計2726671 的中 ��� 1998（255番人気）
3連単票数 計3490963 的中 ��� 551（1260番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．9―12．4―12．3―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．9―47．3―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーサジェス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2016．3．12 阪神1着

2013．5．13生 牝5鹿 母 レインボウスズラン 母母 オオシマスズラン 14戦4勝 賞金 50，817，000円
〔制裁〕 ハーツジュニア号の調教師岩元市三は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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 ファームフェイス号

４レース目



（30阪神1）第2日 2月25日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

266，750，000円
19，950，000円
1，690，000円
31，570，000円
72，103，000円
5，644，800円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
662，585，900円
878，935，500円
358，948，900円
1，656，274，600円
758，512，800円
955，792，400円
2，582，914，700円
3，792，700，200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 11，646，665，000円

総入場人員 16，605名 （有料入場人員 15，635名）
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