
２３０２５ ８月２３日 曇 稍重 （２０小倉３）第３日 第１競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０分 （芝・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

１：０８．１
１：０７．８

良

良

１１ メイクデュース 牝２黒鹿５４ 太宰 啓介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 門別 出口 悟 ４４８＋ ４１：０８．３ ５．５�

８１３ ホーマンライズ 牝２栃栗５４ 吉田 隼人久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４２６－ ６１：０８．９３� ５．０�
５７ ハイフィールド 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰服部 新平氏 吉岡 八郎 新ひだか へいはた牧場 ４２０－ ２１：０９．３２� １１．５�
２２ コスモノンノン 牝２芦 ５４

５３ ☆浜中 俊 �ビッグレッドファーム 坪 憲章 日高 長田 憲周 ４８０－ ２１：０９．４� ２００．０�
６９ シゲルキリガミネ 牝２青 ５４ 田嶋 翔森中 蕃氏 小島 貞博 新冠 新冠橋本牧場 ４５８＋ ２１：０９．５� ６８．４�
５６ ウ ラ ラ カ 牝２黒鹿５４ 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２１：０９．６クビ １．６	
６８ ウルトライエロー 牝２栗 ５４ 幸 英明西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ４６６－ ８ 〃 クビ １７６．９

４４ マイネチャペル 牝２鹿 ５４ 石橋 守 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム ４２８＋ ４１：０９．７クビ ２６．７�
７１１ デンタルマロン 牝２栗 ５４ 小牧 太安田 光則氏 柴田 光陽 日高 田端牧場 ４１２－１０ 〃 ハナ １４．５�
３３ プリティラパス 牝２鹿 ５４

５１ ▲大下 智小園 孝一氏 福永 甲 浦河 オーナー牧場 ４３４＋ ２１：１０．１２� ３４１．０
４５ シゲルハカセヤマ 牝２栗 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 服部 利之 浦河 小島牧場 ４０８－ ４１：１０．２� ２５２．８�
８１２ トウカイジェンヌ 牝２栗 ５４ 酒井 学内村 正則氏 田所 秀孝 平取 二風谷ファーム ４２６－ ４１：１０．３� ６０．７�
７１０ ナタリーローズ 牝２芦 ５４ 和田 竜二後藤 繁樹氏 坂口 正則 新冠 パカパカ

ファーム ４４０± ０１：１１．３６ ７２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，７４４，５００円 複勝： ２７，４６１，７００円 枠連： １０，５７０，４００円

普通馬連： ３７，５２６，６００円 馬単： ３９，２３７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７５１，３００円

３連複： ５０，１１２，５００円 ３連単： ９２，４１１，８００円 計： ２８９，８１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２２０円 � ２３０円 � ３３０円 枠 連（１－８） １，０６０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ５４０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ２，６１０円 ３ 連 単 ��� １３，４４０円

票 数

単勝票数 計 １６７４４５ 的中 � ２４２８３（３番人気）
複勝票数 計 ２７４６１７ 的中 � ３６３２３（２番人気）� ３３２７５（３番人気）� １９６５９（４番人気）
枠連票数 計 １０５７０４ 的中 （１－８） ７３７６（５番人気）
普通馬連票数 計 ３７５２６６ 的中 �� ２３８９３（５番人気）
馬単票数 計 ３９２３７８ 的中 �� １１０４１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７５１３ 的中 �� １００９６（５番人気）�� ７１１７（６番人気）�� ６２３７（７番人気）
３連複票数 計 ５０１１２５ 的中 ��� １４１８２（７番人気）
３連単票数 計 ９２４１１８ 的中 ��� ５０７７（４３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．１―１１．４―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．２―３３．３―４４．７―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３５．０
３ １３（１，６）（２，７，８）（４，１０）（９，１２）５－（３，１１） ４ ・（１３，１）６（２，７）８，４（９，１０）－１２（３，５）１１

勝馬の
紹 介

メイクデュース �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００８．８．２ 小倉３着

２００６．２．２０生 牝２黒鹿 母 セカンドサービス 母母 ファーストサービス ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円


