
０６０１８ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２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

２４ ライトグランデュア 牡３青 ５６ 幸 英明藤本 幸雄氏 山本 正司 新冠 蛯名牧場 ４７８－ ６１：０９．２ ２．６�

１１ � マイネルクラッチ 牡３鹿 ５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 安藤 正敏 鵡川 新井牧場 ４７２－ ６１：０９．５１� ９．８�

１２ � アンソロジー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４３０＋ ２１：０９．７１	 ３３．１�
７１３ レンデフルール 牝３青鹿５４ A．スボリッチ �グリーンファーム 音無 秀孝 新冠 武田牧場 ４３６－ ２１：０９．９１	 ９．８�

（独）

４８ 
 テラノフォースワン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文寺田 寿男氏 昆 貢 米 Foxfield ５０８－ ４ 〃 クビ ３．６�
３５ オグリスペシャル 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己小栗 孝一氏 瀬戸口 勉 三石 稲葉牧場 ４５８＋ ４１：１０．４３ ４．６	
８１５� グッドヘラクレス 牡３鹿 ５６

５３ ▲北村 友一川又 政之氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４９０± ０１：１０．５� ３７．４

５１０�� カシノマイハート 牝３芦

５４
５１ ▲上野 翔柏木 務氏 須貝 彦三 新冠 オリエント牧場 ４３６± ０１：１０．６� ３５７．３�

７１４� ブラックマンバ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �天羽治牧場 西塚 安夫 平取 坂東牧場 ４４０＋ ２１：１０．８１� ６７４．３�
４７ �� トーコーオリンポス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎森田 藤治氏 湯浅 三郎 新冠 村田牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ １８３．２
６１１
 エーシンマリポーサ 牝３栗 ５４

５３ ☆鮫島 良太平井 宏承氏 坂口 正則 米 Winches-
ter Farm B４５２＋ ４１：１０．９クビ ２５．６�

８１６� バンビーナピノ 牝３青鹿５４ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４２２± ０１：１１．３２� ３９．１�
２３ � ウルトラソウル 牡３芦 ５６ O．ペリエ �天羽治牧場 古川 平 浦河 三栄牧場 ４６４＋ ４１：１１．５１� ４４．５�

（仏）

５９ �� トミノジェイジェイ 牡３芦 ５６ 山田 順一冨藤 敏男氏 藤田 正治 新冠 安達 洋生 ４７８－ ８１：１１．８１� ５６３．９�
（笠松） （笠松）

６１２� ブラックネオン 牝３鹿 ５４ 安部 幸夫後藤 繁樹氏 瀬戸口 悟 大樹 大樹ファーム B４５８＋ １ 〃 アタマ ４７８．２�
（愛知） （愛知）

３６ � プレーザヒーロー 牡３芦 ５６ 南井 大志山田 貞蔵氏 五十嵐忠男 静内 棚川 光男 ４９０－ ４１：１１．９クビ ８０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，９１５，９００円 複勝： ３５，３５７，７００円 枠連： ３１，９２２，０００円

普通馬連： １１０，８０６，０００円 馬単： １０５，６４２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７９３，６００円

３連複： １６４，２８２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５１２，７２０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � ５６０円 枠 連（１－２） ７８０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １，２９０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� ７，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１９１５９ 的中 � ９８４６２（１番人気）
複勝票数 計 ３５３５７７ 的中 � ９７７２８（１番人気）� ３５６５３（５番人気）� １１８２０（７番人気）
枠連票数 計 ３１９２２０ 的中 （１－２） ３０２５３（３番人気）
普通馬連票数 計１１０８０６０ 的中 �� ８０６８０（３番人気）
馬単票数 計１０５６４２７ 的中 �� ４６８１４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７９３６ 的中 �� ２５３８９（２番人気）�� ５９６３（１４番人気）�� ２９０７（３１番人気）
３連複票数 計１６４２８２５ 的中 ��� １７０４１（２６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１１．４―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．７―４６．１―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．５
３ ４，８（１０，１５）（１，１６）５（１３，１４）３（６，９，１１）２（７，１２） ４ ４，８，１５（１，１０，１６）（５，１４，３，１１）１３（２，６）－（７，９）１２

勝馬の
紹 介

ライトグランデュア �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．１８ 京都４着

２００４．５．１２生 牡３青 母 エイシンオープン 母母 エイシンジユエリー ６戦２勝 賞金 ２１，０３０，０００円
〔制裁〕 レンデフルール号の騎手A．スボリッチは，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 キングスベリー号・フィリアルドーター号・ベルベットイーグル号・ユーチャリス号
※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。


