
２３０５０ ９月１日 晴 稍重 （１９小倉３）第７日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０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

１：４７．９
１：４６．７

良

良

８１６�� ジョニーバローズ 牡２黒鹿５４ 鮫島 良太猪熊 広次氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２２－ ６１：４９．５ ２．１�

６１１� メイショウジギー 牡２鹿 ５４ 角田 晃一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 ４２０＋ ２１：４９．６クビ ６．０�
２４ � フロイラインローゼ 牝２鹿 ５４ 小牧 太 �サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４２４＋ ２１：４９．７� １９．６�
４７ 	 エーシンカマンダー 牡２栗 ５４

５１ ▲藤岡 康太平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-
ter Farm ４８６＋ ８１：５０．０２ ５．３�

１２ �� オースミギムレット 牡２鹿 ５４ 和田 竜二�オースミ 中尾 正 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：５０．１
 ４．９�
５９ � テイエムスーペリア 牡２黒鹿５４ 幸 英明竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 鎌田 正嗣 ４６８－ ４１：５０．２� １２７．３	
７１３�� フィールドグランデ 牡２鹿 ５４

５１ ▲田中 克典地田 勝三氏 山内 研二 門別 法理牧場 ４６４± ０１：５０．３� １３４．０

２３ �� マイネルデスティノ 牡２黒鹿５４ 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 服部 利之 新冠 長浜牧場 ４５２－ ４１：５０．６１
 ２７．３�
８１５� マーベラスウイル 牡２栗 ５４

５２ △中村 将之笹原 貞生氏 柴田 政見 静内 松田 三千雄 ４５８＋ ６１：５０．７
 ５２０．２�
７１４� マイネマシェリ 牝２芦 ５４ 太宰 啓介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 下河辺牧場 ４３４－ ２１：５１．０２ １９７．９
３６ スズカファイト 牡２栗 ５４ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４５０＋１０１：５１．３１
 ４９．５�
３５ � ハ ナ ヤ カ 牝２芦 ５４ 長谷川浩大�グランド牧場 坪 憲章 静内 グランド牧場 ４８６＋１２１：５１．７２� ３２８．１�
１１ � キ ア ー ロ 牝２栗 ５４

５１ ▲田中 健 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４３８＋１０１：５２．３３� ３２８．１�
５１０	 エーシンラージェス 牝２鹿 ５４ 野元 昭嘉平井 宏承氏 野元 昭 米 Winches-

ter Farm ４２８＋１２１：５４．５大差 ４９３．７�
４８ � シゲルザスカイ 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三森中 蕃氏 坪 憲章 新冠 蛯名牧場 ５００＋１２ （競走中止） １３．２�

（１５頭）
６１２ ハマノモナーク 牡２黒鹿５４ 赤木高太郎浜井 弘至氏 服部 利之 静内 漆原 信一 ４３８－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １３，５３２，０００円 複勝： １６，０３６，２００円 枠連： １５，３３１，７００円

普通馬連： ４２，３３２，４００円 馬単： ４４，０４１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５７５，６００円

３連複： ５６，４８８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ２０１，３３８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ３２０円 枠 連（６－８） ５５０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５６０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １３５３２０（返還計 ２８７０） 的中 � ５１８５８（１番人気）
複勝票数 差引計 １６０３６２（返還計 ４９８７） 的中 � ４５８７３（１番人気）� ２８２１６（２番人気）� ８８４５（６番人気）
枠連票数 差引計 １５３３１７（返還計 １３９２） 的中 （６－８） ２０７８１（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ４２３３２４（返還計 ３５３３９） 的中 �� ６２１０８（１番人気）
馬単票数 差引計 ４４０４１３（返還計 ３５３７７） 的中 �� ３３８１１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １３５７５６（返還計 １１５２０） 的中 �� ２１４６３（１番人気）�� ５４６８（８番人気）�� ２５５１（１４番人気）
３連複票数 差引計 ５６４８８８（返還計 ９５１９２） 的中 ��� １５５３３（９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．３―１２．２―１２．１―１２．２―１２．１―１１．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．７―４８．９―１：０１．０―１：１３．２―１：２５．３―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．３
１
３

・（７，９，１４）１６，２，１１（６，１３）（１，５）４（３，１５）８，１０・（９，１４）（７，１６）（２，１１）１３（１，６）４（５，３）－１５＝１０
２
４
９（７，１４）（２，１６）１１（１，６）（５，１３）４（３，１５）－８－１０・（９，１４，１６，１１）（７，２）１３（６，４）１，５（３，１５）＝１０

勝馬の
紹 介

�
�
ジョニーバローズ �

�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Herat デビュー ２００７．６．３０ 阪神５着

２００５．４．２９生 牡２黒鹿 母 モーリストンベル 母母 Barkerville Belle ３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔競走除外〕 ハマノモナーク号は，馬場入場後に放馬。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻２分遅延。
〔発走状況〕 キアーロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 シゲルザスカイ号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔制裁〕 マイネマシェリ号の騎手太宰啓介は，１コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 キアーロ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エーシンラージェス号は，平成１９年１０月１日まで平地競走に出走できない。
※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。
（非当選馬） ２頭 アマノスパイダー号・シャイニングデイ号


