
２００６１ ８月３日 晴 良 （２０小倉２）第６日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：０８．１
１：０７．８

良

良

２３ エーシンワンダーズ 牝２栗 ５４
５１ ▲田中 健平井 宏承氏 野中 賢二 浦河 室田 千秋 ４０４－ ４１：０９．１ １４．５�

３５ コウエイフラッシュ 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４６８－ ４１：０９．４１� ５．２�
６１２ エイシンタイガー 牡２黒鹿５４ 佐藤 哲三平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４７２－ ２１：０９．６１ ４．２�
７１４ マルセイユシチー 牝２栗 ５４ 小牧 太 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 富川田中牧場 ４３４＋ ２ 〃 ハナ ３０．４�
３６ シゲルカサギヤマ 牡２栗 ５４ 太宰 啓介森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５００－ ２１：０９．７� １４．４�
１２ マイネチャペル 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人 �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 ４２４－１０１：０９．９１� ３７．７�
４８ パーフェクトバイオ 牡２黒鹿５４ 角田 晃一バイオ� 坪 憲章 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ４１：１０．１１� ３６．１	
８１６ アマノシーザー 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊中村 孝氏 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 ４４６± ０１：１０．２� １０８．５

７１５ ユメヲカナエル 牡２栗 ５４ 和田 竜二キャピタルクラブ 坂口 正則 浦河 カナイシスタッド ４４２± ０１：１０．３� １６．０�
１１ オリオンザレッド 牝２鹿 ５４ 鮫島 克也平本 敏夫氏 加藤 敬二 新冠 川上牧場 ４３６＋ ４１：１０．４� １６６．５�

（佐賀）

２４ ホーマンライズ 牝２栃栗５４ 川田 将雅久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４３２－ ６ 〃 ハナ ２．３
７１３ カイテキゴーゴー 牡２鹿 ５４ 赤木高太郎国本 勇氏 橋口弘次郎 浦河 鎌田 正嗣 ４１４＋ ６１：１０．５� １５２．０�
５１０ ウイニングドラゴン 牡２黒鹿５４ 幸 英明奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４２２－ ２ 〃 クビ １１７．４�
５９ セキサンダンスイン 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４４０＋ ２１：１０．６� ２７．２�
８１７ レッドソルジャー 牡２鹿 ５４ 上村 洋行 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 静内 千代田牧場 ４４４＋ ４１：１０．７� １２２．０�
４７ ピースピース 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４４８－ ２ 〃 アタマ ２２３．９�
６１１ カシノクリス 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 パカパカ

ファーム ４２０＋ ２１：１０．９１� １８１．３�
８１８ シゲルフジサン 牡２栗 ５４ 岩崎 祐己森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 長浜 秀昭 ４８０＋ ８ 〃 クビ ６５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，９８９，８００円 複勝： ２３，６２１，０００円 枠連： １６，５９３，７００円

普通馬連： ４８，５４９，８００円 馬単： ４２，８１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５５３，９００円

３連複： ６７，４２３，３００円 ３連単： １２１，１８３，３００円 計： ３５４，７３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ３６０円 � ２００円 � １９０円 枠 連（２－３） ３９０円

普通馬連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ６，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� ９３０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 ��� ３１，６７０円

票 数

単勝票数 計 １５９８９８ 的中 � ８７２３（５番人気）
複勝票数 計 ２３６２１０ 的中 � １４５６６（４番人気）� ３４９２８（３番人気）� ３６２５４（２番人気）
枠連票数 計 １６５９３７ 的中 （２－３） ３２１０３（１番人気）
普通馬連票数 計 ４８５４９８ 的中 �� １４５０８（７番人気）
馬単票数 計 ４２８１８８ 的中 �� ４９８７（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５５３９ 的中 �� ４５８３（１０番人気）�� ４８３６（９番人気）�� ９０６３（４番人気）
３連複票数 計 ６７４２３３ 的中 ��� １２５０９（１０番人気）
３連単票数 計１２１１８３３ 的中 ��� ２８２４（８７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．１―１１．５―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３３．９―４５．４―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．２
３ ・（３，８）１４（５，１２）（６，１５，１７）（２，４，９，１０）（１６，１８）１１（１，７）１３ ４ ３（８，１４）５（６，１２）（２，１０，１５）９（４，１７）（１，１６）（７，１８）１１－１３

勝馬の
紹 介

エーシンワンダーズ �
�
父 エイシンプレストン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．５ 阪神２着

２００６．３．１５生 牝２栗 母 エイシンワンダフル 母母 エイシンモモ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※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。
（非抽選馬） １頭 シルクナデシコ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


