
２３０４０ ８月２４日 晴 良 （２０小倉３）第４日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時１０分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．１
１：０７．８

良

良

２４ ミスティネール 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介後藤 繁樹氏 野村 彰彦 様似 �村 伸一 ４７８ ―１：０９．０ ６．７�

３６ アスターローズ 牝２鹿 ５４ 角田 晃一加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム ４３４ ―１：０９．３１� ６．５�
４７ エイシンフェアリー 牝２栗 ５４ 吉田 隼人平井 豊光氏 坂口 正則 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４３２ ―１：０９．６２ ５．１�
７１４ テイエムカルメン 牝２鹿 ５４ 小牧 太竹園 正繼氏 新川 恵 日高 日高大洋牧場 ４６８ ―１：１０．３４ ２．５�
３５ ビバオーケストラ 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典吉岡 泰治氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４２８ ―１：１０．４� ４４．９�
１１ エーシンマシェリー 牝２栗 ５４ 鮫島 良太平井 宏承氏 平田 修 新冠 山岡ファーム ４６８ ―１：１０．５� １２０．２�
５１０ スリーロゼット 牝２鹿 ５４ 生野 賢一永井商事� 中村 均 新ひだか 岡野牧場 ４３８ ― 〃 クビ ３０２．１	
４８ セレスタイフーン 牝２栗 ５４ 武 豊岡 浩二氏 武 邦彦 浦河 駿河牧場 ４６４ ―１：１０．７１� ８．２

６１１ ケイアイカグラ 牝２栗 ５４ 安藤 光彰 �啓愛義肢材料販売所 加用 正 静内 佐竹 学 ４９８ ―１：１０．８クビ ７４．５�
６１２ カバードブリッジ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 良保 新ひだか 飛野牧場 ４３０ ― 〃 ハナ １７．７�
８１７ ウインドローザ 牝２鹿 ５４ 上村 洋行福原 正博氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 ４５６ ―１：１０．９� ５６．６
５９ コウユールージュ 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文加治屋康雄氏 大根田裕之 新ひだか 静内酒井牧場 ４３４ ―１：１１．２２ ４３．０�
７１３ ハ ナ ゴ ロ モ 牝２黒鹿５４ 幸 英明小菅 定雄氏 坪 憲章 早来 ノーザンファーム ４５２ ― 〃 アタマ ７８．７�
２３ シゲルアオバサン 牝２鹿 ５４ 中村 将之森中 蕃氏 服部 利之 新冠 ハシモトフアーム ４１２ ―１：１１．３クビ ６８．２�
８１６ フェナサイト 牝２黒鹿５４ 田嶋 翔石川 儀治氏 小島 貞博 新ひだか 川端牧場 ４３０ ― 〃 クビ ３５．９�
８１８ エテルノグロリア 牝２栗 ５４

５３ ☆浜中 俊�ヤナガワ牧場 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 ４５２ ―１：１１．６１� ８４．８�
１２ テイエムマーメイド 牝２栗 ５４

５１ ▲田村 太雅竹園 正繼氏 柴田 政見 様似 堀 弘康 ４９０ ―１：１２．２３� ２０３．３�
７１５ マイネカリナン 牝２鹿 ５４ 石橋 守 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム ４０４ ―１：１２．６２� ５７．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，８７５，０００円 複勝： １６，２８７，５００円 枠連： １７，２２６，４００円

普通馬連： ４２，９４５，７００円 馬単： ３８，７８４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６４１，２００円

３連複： ５４，９１５，７００円 ３連単： ９０，９４３，８００円 計： ２８９，６１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２１０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（２－３） １，２７０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ６２０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� １３，７６０円

票 数

単勝票数 計 １３８７５０ 的中 � １６５６５（４番人気）
複勝票数 計 １６２８７５ 的中 � ２０２２０（４番人気）� ２３９３８（３番人気）� ２５６２６（２番人気）
枠連票数 計 １７２２６４ 的中 （２－３） １００６３（６番人気）
普通馬連票数 計 ４２９４５７ 的中 �� １９９１０（６番人気）
馬単票数 計 ３８７８４２ 的中 �� ９２８０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６４１２ 的中 �� ５６８３（７番人気）�� ５９１６（５番人気）�� ５７３７（６番人気）
３連複票数 計 ５４９１５７ 的中 ��� １５３１６（６番人気）
３連単票数 計 ９０９４３８ 的中 ��� ４８８０（２７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１０．９―１１．８―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．５―４５．３―５６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスティネール �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Kris S. 初出走

２００６．３．１４生 牝２鹿 母 ジャストクリス 母母 Justicara １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円


