
０６０１１ ２月２５日 曇 良 （２４阪神１）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第２１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２，０００万
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 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．４

良

良

８１３ ジャスタウェイ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－１０１：３６．３ ４．１�

２２ オ リ ー ビ ン 牡３栗 ５６ C．デムーロ 吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：３６．４� ６．０�
（伊）

３３ アルキメデス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６４－ ８１：３６．６１	 １１．６�

６８ ローレルブレット 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ ７．２�
７１０ ヴィンテージイヤー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B５０８± ０ 〃 アタマ ４５．６�
７１１ ネオヴァンクル 牡３栗 ５６ 浜中 俊小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４１：３６．７クビ ３６．２�
５７ ブライトライン 牡３青 ５６ 安藤 勝己�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４＋ ４ 〃 ハナ ７．８	
５６ ダイワマッジョーレ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：３７．１２� １６．３


（伊）

６９ ダ ロ ー ネ ガ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：３７．２
 ３．７�
８１２ ヴェアデイロス 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦�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 ４２８± ０１：３７．６２� １６４．０
４４ カイルアロマンス 牝３鹿 ５４ 小牧 太横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：３７．７
 １８３．３�
４５ チャンピオンヤマト 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 ４６０－ ２１：３８．６５ １４．１�
１１ ワイドバッハ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 ４６０＋ ２１：４１．１大差 ３６．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９５，６５５，８００円 複勝： １６９，１９７，１００円 枠連： ６５，４５８，０００円

馬連： ３９１，５３７，９００円 馬単： ２０２，２８８，８００円 ワイド： １３２，２３５，５００円

３連複： ５２２，９２２，０００円 ３連単： １，００７，６５５，１００円 計： ２，５８６，９５０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（２－８） １，１３０円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １，０００円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ４，４８０円 ３ 連 単 ��� １９，０２０円

票 数

単勝票数 計 ９５６５５８ 的中 � １８７９２６（２番人気）
複勝票数 計１６９１９７１ 的中 � ３０２２０９（２番人気）� ２３０６６３（３番人気）� １３７０００（６番人気）
枠連票数 計 ６５４５８０ 的中 （２－８） ４３０７６（４番人気）
馬連票数 計３９１５３７９ 的中 �� ２１９０１７（３番人気）
馬単票数 計２０２２８８８ 的中 �� ６２３７８（６番人気）
ワイド票数 計１３２２３５５ 的中 �� ５８９０２（４番人気）�� ３２１３５（１２番人気）�� ３０４７１（１４番人気）
３連複票数 計５２２９２２０ 的中 ��� ８６１５３（１４番人気）
３連単票数 計１００７６５５１ 的中 ��� ３９１１１（４９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．１―１２．２―１２．４―１１．７―１１．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．４―３６．５―４８．７―１：０１．１―１：１２．８―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３５．２
３ ・（５，１０）（２，１１）４（１，８）３（７，９）６（１２，１３） ４ ・（５，１０）１１（２，８）４（１，３，７）（６，９）（１２，１３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャスタウェイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１１．７．２３ 新潟１着

２００９．３．８生 牡３鹿 母 シ ビ ル 母母 シ ャ ロ ン ５戦２勝 賞金 ６８，０７４，０００円
〔制裁〕 ネオヴァンクル号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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。

０６０１２ ２月２５日 曇 重 （２４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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ スマートタイタン 牡６栗 ５７ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５３０＋ ２１：５１．２ ２．６�

２４ アキノグローブ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎穐吉 正孝氏 千田 輝彦 新冠 斉藤 安行 ４８６－ ４１：５２．５８ ７９．５�
５１０ カレンジェニオ 牡４栗 ５６ 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８６＋ ６ 〃 ハナ ６．２�
２３ カリズマクレスト 牡６栗 ５７

５６ ☆高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 新ひだか 村上牧場 ５０６－ ４１：５２．６� ３２．７�
５９ ドリームマジシャン 牡５青鹿５７ 幸 英明セゾンレースホース� 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９８－ ２１：５２．７クビ ７．８�
７１４ ミラクルセッション 牡６栗 ５７ 松山 弘平吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ５０８＋１８ 〃 クビ ２０．９�
１２ � サクラキングオー 牡６栗 ５７ 上村 洋行�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 B５００－ ６１：５２．８� ２４．６	
４７ ステキナシャチョウ 牡５鹿 ５７ 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４６４－ ４１：５３．０� １１．４

３５ トップオブカハラ 牡５芦 ５７ 川須 栄彦横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４９０－ ４ 〃 アタマ ３５．６�
４８ ナムラボルテージ 牝５鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７０± ０１：５３．３１� １１２．５�
８１６ スカイスクレイパー 牡４栗 ５６ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ６ 〃 アタマ ５．８
８１５ タマモブラウン 牡４鹿 ５６ 太宰 啓介タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０４± ０１：５３．７２� ７８．９�
１１ � テイエムゲンキボ 牡８黒鹿５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 岡田 猛 ４９２－２２１：５３．８� １５８．６�
６１２ ディープルマン 牡４鹿 ５６ 和田 竜二深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ５１２－ ２１：５３．９クビ ９．３�
６１１ モズハリケーン 牡４栗 ５６ 古川 吉洋北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 B５０２－ ８１：５４．２２ ２０６．９�
３６ テンシノマズル 牡６鹿 ５７ N．ピンナ 岩� 僖澄氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４６０± ０１：５９．２大差 ５７．８�

（伊）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，２８７，１００円 複勝： ８２，３９８，５００円 枠連： ４１，４１４，５００円

馬連： １４６，０５１，４００円 馬単： ８３，５５６，３００円 ワイド： ６３，３９４，７００円

３連複： ２０１，４８２，５００円 ３連単： ３５７，５２０，８００円 計： １，０１９，１０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １６０円 � ２，４１０円 � ２２０円 枠 連（２－７） ３，０６０円

馬 連 �� １７，５６０円 馬 単 �� ２３，６６０円

ワ イ ド �� ５，２２０円 �� ４９０円 �� ８，４３０円

３ 連 複 ��� ２６，６５０円 ３ 連 単 ��� １７２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４３２８７１ 的中 � １３５３５１（１番人気）
複勝票数 計 ８２３９８５ 的中 � １７２３７９（１番人気）� ６３２２（１４番人気）� １０１１３７（４番人気）
枠連票数 計 ４１４１４５ 的中 （２－７） １００１６（１３番人気）
馬連票数 計１４６０５１４ 的中 �� ６１３９（４４番人気）
馬単票数 計 ８３５５６３ 的中 �� ２６０７（７０番人気）
ワイド票数 計 ６３３９４７ 的中 �� ２８３９（４７番人気）�� ３５５２９（２番人気）�� １７５０（６１番人気）
３連複票数 計２０１４８２５ 的中 ��� ５５８０（８５番人気）
３連単票数 計３５７５２０８ 的中 ��� １５３４（５１０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１３．５―１２．０―１２．５―１２．５―１２．１―１１．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３８．０―５０．０―１：０２．５―１：１５．０―１：２７．１―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

スマートタイタン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００９．２．２１ 京都１着

２００６．３．３１生 牡６栗 母 サーモンタイム 母母 Icelette １０戦４勝 賞金 ４４，２７８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンシノマズル号は，平成２４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 グッドカレラ号・タマモアルプス号・フロムジオリエント号・メイショウスクラム号・ローレルレガリス号
（非抽選馬） １頭 キーネプチューン号
※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。


