
２３０８５ ９月７日 曇 良 （２０小倉３）第８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

４４ アルーリングムーン 牡２鹿 ５４ 太宰 啓介 �サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８－ ２１：０９．０ ４．０�

７７ トップカミング 牡２黒鹿５４ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ １．６�
３３ � エリモイズトゥルー 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 米

Dr. Stephen G. Jack-
son, Debbie Jackson
& TNT Stables

４５４＋ ２１：０９．８５ １１．９�
８９ 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 ４５８＋１０１：０９．９� １７１．２�
１１ エリモフリーダム 牡２鹿 ５４ 川島 信二山本 敏晴氏 田島 良保 えりも エクセルマネジメント ４４０± ０１：１０．１１� ３１．７�
５５ スリーロゼット 牝２鹿 ５４ 川田 将雅永井商事� 中村 均 新ひだか 岡野牧場 ４３４－ ４１：１０．３１ ５８．４	
７８ カシノヘラクレス 牡２鹿 ５４ 小坂 忠士柏木 務氏 田所 清広 日高 島瀬 順一 ４６６－ ２ 〃 クビ ２３．７

６６ クリノオンビート 牡２鹿 ５４ 小牧 太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 ４８０＋ ４１：１１．３６ ７．４�
２２ フサイチレジェンド 牡２鹿 ５４ 上村 洋行関口 房朗氏 白井 寿昭 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４８２＋ ８１：１３．２大差 １９．７�
８１０ マイネカリナン 牝２鹿 ５４

５２ △田中 克典 �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± ０１：１４．５８ １８１．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，７６９，４００円 複勝： ３５，２４４，４００円 枠連： １０，６４０，３００円

普通馬連： ３８，２０７，３００円 馬単： ４３，０３９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５５５，４００円

３連複： ４８，１１０，５００円 ３連単： １１０，６０５，７００円 計： ３１２，１７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（４－７） ２２０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ４００円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� ３，０３０円

票 数

単勝票数 計 １１７６９４ 的中 � ２３７１１（２番人気）
複勝票数 計 ３５２４４４ 的中 � ５３１６０（２番人気）� ２２６５１５（１番人気）� １６００４（４番人気）
枠連票数 計 １０６４０３ 的中 （４－７） ３５９３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８２０７３ 的中 �� １２４７９７（１番人気）
馬単票数 計 ４３０３９１ 的中 �� ３９２３１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５５５４ 的中 �� ３９９４９（１番人気）�� ６８７３（７番人気）�� ８２３０（４番人気）
３連複票数 計 ４８１１０５ 的中 ��� ６２００４（２番人気）
３連単票数 計１１０６０５７ 的中 ��� ２７００２（８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．４―１１．７―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．４―４６．１―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．６
３ ・（３，７）（６，８）（１，４，９）－５，２－１０ ４ ３（１，７）（４，８）６，９，５＝２－１０

勝馬の
紹 介

アルーリングムーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 End Sweep デビュー ２００８．７．２０ 小倉３着

２００６．３．１０生 牡２鹿 母 アルーリングアクト 母母 チャーミングファピアノ ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フサイチレジェンド号・マイネカリナン号は，平成２０年１０月７日まで平地競走に出走できない。


