
０６０２４ ２月２５日 晴 良 （１９阪神１）第２日 第１２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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� 基準タイム

中央レコード

２：０４．９
２：０１．６

稍重

不良

２２ � エイシンボストン 牡５栗 ５７ M．デムーロ平井 豊光氏 瀬戸口 勉 米 Audley Farm ４８４－ ２２：０６．８ ６．６�
（伊）

７１１� ウォーターダッシュ 牡５黒鹿５７ 武 豊山岡 良一氏 鹿戸 幸治 門別 松平牧場 ５３０＋ ２ 〃 アタマ １．９�
４５ 	 ワンダータイキ 牡６青鹿 ５７

５４ ▲田村 太雅山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム B４６４－ ４２：０７．１１
 ３５．４�
８１３ マナーハウス 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲北村 友一吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５０６－ ２ 〃 クビ ２０．４�
１１ � エイシンロンバード 牡５栗 ５７ 安部 幸夫平井 豊光氏 湯浅 三郎 米

Brilliant Stables,
Inc., Morris Brothers
& Elliott Walden

B５００＋ ２２：０７．２クビ ７．２�
（愛知）

６１０	 ウォータークルーズ 牡４栗 ５６ 芹沢 純一山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 ４５６± ０２：０７．５２ ４４．４�
６９ ルポルタージュ �９鹿 ５７ 渡辺 薫彦 �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 ４７２＋ ８２：０７．７１� １４８．４	
５８  キクノエンブレム 牡６鹿 ５７ 幸 英明菊池 五郎氏 藤岡 範士 浦河 鮫川 啓一 ４７０－ ６２：０８．０１
 １４３．７

３３ タマモコンチェルト 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠タマモ� 中竹 和也 浦河 上山牧場 ５２８＋ ２ 〃 アタマ ７．０�
３４ マイネルトラヴェル 牡４青鹿５６ A．スボリッチ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４７０± ０２：０８．１クビ ３０．７

（独）

５７ ドラゴンアイズ 牡７鹿 ５７ 熊沢 重文岩� 僖澄氏 古川 平 新冠 坂元牧場 ４７８＋ ４２：０８．８４ ２０５．９�
７１２	 ハードオブプレイ 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己津田 一男氏 西橋 豊治 静内 藤川フアーム B５０４＋ ６２：０８．９� ７．５�
８１４ イズミデヒア 牡５鹿 ５７ 四位 洋文北村実地子氏 古川 平 三石 タガミファーム ５１４－１０２：１０．８大差 １１４．７�

（１３頭）
４６ オーキッドコート 牡４鹿 ５６ 小林 徹弥川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ８１，４６７，１００円 複勝： ９８，２４０，９００円 枠連： ８７，３６０，４００円

普通馬連： ３６０，６２９，６００円 馬単： ２９５，４７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ９３，４２３，７００円

３連複： ３３９，４８８，０００円 ３連単： ９４１，４４５，２００円 計： ２，２９７，５３２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � ５１０円 枠 連（２－７） ５６０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ２，４３０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ５，２７０円 ３ 連 単 ��� ３４，８１０円

票 数

単勝票数 計 ８１４６７１ 的中 � ９７５６３（２番人気）
複勝票数 計 ９８２４０９ 的中 � １０５８２３（４番人気）� ３１９７２７（１番人気）� ３３７３０（８番人気）
枠連票数 計 ８７３６０４ 的中 （２－７） １１５２０８（３番人気）
普通馬連票数 計３６０６２９６ 的中 �� ４１０６４８（３番人気）
馬単票数 計２９５４７７６ 的中 �� １２０３６９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３４２３７ 的中 �� ８８３６０（３番人気）�� ８５０２（２５番人気）�� ２４４１２（１１番人気）
３連複票数 計３３９４８８０ 的中 ��� ４７６０２（１７番人気）
３連単票数 計９４１４４５２ 的中 ��� １９９６４（１１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．９―３６．７―４９．９―１：０３．０―１：１６．１―１：２９．０―１：４１．７―１：５３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

�エイシンボストン �
�
父 Cat Thief �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２００４．７．１１ 阪神５着

２００２．２．１７生 牡５栗 母 Mather Miss 母母 Fee ２５戦３勝 賞金 ４２，１３３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔出走取消〕 オーキッドコート号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※出走取消馬 クラリオンコール号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。


