
3408712月22日 晴 稍重 （25阪神5）第8日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時50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� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

23 サトノルパン 牡2黒鹿55 小牧 太里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 454－ 21：35．7 1．7�
714 フォルシャー 牡2栗 55 川須 栄彦 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 482＋ 81：36．33� 28．3�
611 ブラックカイト 牡2黒鹿55 幸 英明三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 友田牧場 460－ 21：36．51� 18．0�
817 アイアムナチュラル 牡2鹿 55 浜中 俊堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 502± 01：36．6� 4．7�
715 ホッコーファイン 牝2栗 54 国分 恭介矢部 幸一氏 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 440－ 21：36．7� 7．9�
36 リ ノ リ オ 牡2黒鹿55 酒井 学	錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 490＋101：37．02 68．4

11 コスモユピテル 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 480－ 2 〃 ハナ 461．9�
35 ベルリネッタ 牡2鹿 55 高倉 稜大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 450± 01：37．1� 414．8�
48 カ ゼ ノ コ 牡2鹿 55 秋山真一郎�嶋 孝司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 458± 01：37．41� 26．7
713 エイシンヤノゴトク 牡2栗 55

54 ☆菱田 裕二	栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 456＋24 〃 クビ 262．4�
24 ラ イ ロ ア 牡2青鹿55 松田 大作 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 アタマ 23．7�
12 コリャコリャ 牝2鹿 54 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 466± 0 〃 アタマ 31．9�
59 メイショウハーバー 牡2栃栗55 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 村中牧場 486＋101：37．5クビ 413．6�
47 ミンネゼンガー 牡2栗 55 M．バルザローナ �キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：37．6� 31．1�

（英）

816 ファストアズソング 牡2鹿 55 岡田 祥嗣 	グリーンファーム藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 406－ 41：37．7� 22．6�

612 モンスターバローズ 牡2栗 55 藤岡 康太猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 486＋ 2 〃 アタマ 54．1�
510 テイエムオドロキ 牝2栗 54 国分 優作竹園 正繼氏 鹿戸 明 日高 テイエム牧場日高支場 432± 01：37．8クビ 440．5�
818 トウケイスペシャル 牝2黒鹿 54

52 △藤懸 貴志木村 信彦氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 418－ 21：39．29 371．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，681，100円 複勝： 93，184，200円 枠連： 21，684，600円
馬連： 65，497，300円 馬単： 54，915，000円 ワイド： 40，120，100円
3連複： 109，176，400円 3連単： 185，765，900円 計： 609，024，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 490円 � 360円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 820円 �� 500円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 24，940円

票 数

単勝票数 計 386811 的中 � 182966（1番人気）
複勝票数 計 931842 的中 � 520391（1番人気）� 24906（8番人気）� 36450（4番人気）
枠連票数 計 216846 的中 （2－7） 27535（2番人気）
馬連票数 計 654973 的中 �� 25226（7番人気）
馬単票数 計 549150 的中 �� 14222（9番人気）
ワイド票数 計 401201 的中 �� 12193（8番人気）�� 21085（3番人気）�� 2929（29番人気）
3連複票数 計1091764 的中 ��� 11412（20番人気）
3連単票数 計1857659 的中 ��� 5499（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．7―47．8―1：00．2―1：12．2―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．5
3 ・（1，12）4，5（6，7）－13（8，11）（2，10）17，18（9，3）（16，15）－14 4 1，12，4（6，5）7（13，11）（8，17）（10，16）3，2（9，14，15）18

勝馬の
紹 介

サトノルパン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．11．9 京都3着

2011．3．7生 牡2黒鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 サトノルパン号の騎手小牧太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※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 ゴーザトップ号
※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。

3408812月22日 曇 稍重 （25阪神5）第8日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時20分 （芝・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
2：00．8
1：59．9

良
良

48 アグネスミニッツ 牡2栗 55
54 ☆菱田 裕二渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 488＋ 22：07．5 5．8�

815 グロリアスカフェ 牡2黒鹿55 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 492± 02：07．71� 3．3�
11 コ ル サ ー レ 牡2黒鹿55 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484－ 42：07．8� 2．9�
510 モウイイデショウ 牡2鹿 55

52 ▲森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 築紫 洋 458＋ 42：08．01� 202．2�
12 メイクアップ 牡2栗 55 酒井 学岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 2 〃 クビ 54．6�
612 ストームインパクト 牡2鹿 55 四位 洋文	G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 464＋102：08．1クビ 8．5

59 ナムラキッス 牝2黒鹿54 幸 英明奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 458＋ 2 〃 ハナ 37．1�
35 エイシンミッキー 牡2鹿 55 太宰 啓介	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 474＋ 2 〃 クビ 22．1�
611 ジョーチャーリー 牡2黒鹿55 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 バンブー牧場 466± 0 〃 ハナ 299．8
47 オカホンコー 牡2鹿 55 国分 優作小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 476－ 42：08．31� 14．9�
713 クリノキングムーン 牡2黒鹿55 秋山真一郎栗本 博晴氏 須貝 尚介 浦河 浦河小林牧場 446＋162：08．62 94．4�
36 ロードスパーク 牡2黒鹿55 北村 友一 	ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 478＋ 4 〃 ハナ 43．8�
23 ゴールデンクロス 牡2鹿 55 松山 弘平吉田 勝利氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 アタマ 62．1�
816 マイネルフレスコ 牡2栗 55 M．バルザローナ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 486＋102：08．91� 12．0�

（英）

24 タガノグリズリー 牡2鹿 55 �島 良太八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 460＋ 22：09．75 52．6�
（15頭）

714 ドリームジュエリー 牡2鹿 55
54 ☆中井 裕二セゾンレースホース	 中村 均 大樹 大樹ファーム 440＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，788，900円 複勝： 62，146，400円 枠連： 21，848，300円
馬連： 66，088，600円 馬単： 44，594，800円 ワイド： 37，330，000円
3連複： 102，477，500円 3連単： 150，895，400円 計： 518，169，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（4－8） 620円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 370円 �� 330円 �� 210円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 差引計 327889（返還計 2467） 的中 � 44855（3番人気）
複勝票数 差引計 621464（返還計 7176） 的中 � 102484（3番人気）� 129389（2番人気）� 137549（1番人気）
枠連票数 差引計 218483（返還計 212） 的中 （4－8） 26338（3番人気）
馬連票数 差引計 660886（返還計 12110） 的中 �� 48919（3番人気）
馬単票数 差引計 445948（返還計 7711） 的中 �� 14028（7番人気）
ワイド票数 差引計 373300（返還計 10102） 的中 �� 22779（3番人気）�� 26983（2番人気）�� 50668（1番人気）
3連複票数 差引計1024775（返還計 36159） 的中 ��� 85911（1番人気）
3連単票数 差引計1508954（返還計 47933） 的中 ��� 14683（10番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―14．6―14．6―12．5―12．6―12．9―12．2―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．0―39．6―54．2―1：06．7―1：19．3―1：32．2―1：44．4―1：55．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．3
1
3
10，13，15（8，9）12（4，3）（6，7）（2，5，16）－1－11
10，15（13，1）16（12，11）（8，9）（3，7，5）（6，2）4

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

勝馬の
紹 介

アグネスミニッツ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．11．17 京都3着

2011．5．19生 牡2栗 母 アグネスマジカル 母母 ブレッシング 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走除外〕 ドリームジュエリー号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ストームインパクト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ストームインパクト号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 2頭 コスモアイオライト号・スマートブルーム号
※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。


