
２３０８７ ９月７日 曇 良 （２０小倉３）第８日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４４．１
１：４４．１

良

良

８１６ ユーピロンユー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信袴田 精一氏 蛯名 信広 静内 三宅牧場 ４４０＋ ２１：４８．０ ５６．２�

２４ ホッコーマスコット 牝３栗 ５４ 赤木高太郎矢部 幸一氏 浜田 光正 浦河 鮫川牧場 ４３４－ ２１：４８．２１� １６８．８�
３６ メイショウオバナ 牝３芦 ５４ 武 豊松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 赤田牧場 ４７０＋ ２１：４８．３� ６．３�
６１２ テイエムマイサクラ 牝３栗 ５４

５２ △田中 克典竹園 正繼氏 五十嵐忠男 様似 中脇 一幸 ４５２± ０ 〃 クビ ３．１�
２３ ア ル モ ニ ー 牝３鹿 ５４ 上村 洋行藤田 孟司氏 松永 幹夫 新冠 森 牧場 ４７６＋ ８ 〃 ハナ ４．４�
５９ スタンドフラワー 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰深見 敏男氏 田所 清広 静内 棚川 光男 ４６８± ０１：４８．４� ４９．１�
４７ ディアカルテット 牝３鹿 ５４

５２ △田中 健ディアレスト 福島 信晴 様似 能登ファーム ４３４＋ ２１：４８．５� １６．８�
３５ サンバステップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田村 太雅	下河辺牧場 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４６６± ０１：４８．６� ４９．６

５１０ クリノポップコーン 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 駿河牧場 ３９６± ０ 〃 ハナ ２２３．６�
７１４ チョウラブラブ 牝３黒鹿５４ 太宰 啓介丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 平山牧場 ４４４－ ８１：４８．７クビ １０．６�
７１３ スマックガール 牝３青鹿５４ 熊沢 重文 	キャロットファーム 松永 昌博 浦河 三好牧場 ４３２－ ２１：４８．８� ４５．７
４８ スペシャルブラッド 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太有限会社シルク大久保龍志 静内 千代田牧場 ４６２－ ６１：４８．９� ７．９�
１１ フロイラインローゼ 牝３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＋ ２１：４９．２１� ８．３�
１２ ストームクオリティ 牝３黒鹿５４ 飯田 祐史	�昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４４６＋１０１：４９．９４ ２１６．２�
８１５ アンリミテッドラヴ 牝３栗 ５４ 和田 竜二 	キャロットファーム 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４４４－ ８１：５０．０� １９．８�
６１１ リュウセイペガサス 牝３栗 ５４ 渡辺 薫彦本郷 善隆氏 柴田 政見 静内 船越 英治 ４８０＋１４１：５０．７４ ２６０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０７０，１００円 複勝： ２２，０５３，２００円 枠連： １５，６６３，５００円

普通馬連： ４９，０８７，７００円 馬単： ３７，３９２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８２３，８００円

３連複： ６６，４９７，９００円 ３連単： １０３，６６７，３００円 計： ３２６，２５６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，６２０円 複 勝 � １，６４０円 � ５，３２０円 � ２７０円 枠 連（２－８） ３，３９０円

普通馬連 �� ３９８，１００円 馬 単 �� ３４４，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３，９８０円 �� ６，３１０円 �� １７，６６０円

３ 連 複 ��� １，３２６，３７０円 ３ 連 単 ��� １０，９２９，５００円

票 数

単勝票数 計 １４０７０１ 的中 � １９７３（１２番人気）
複勝票数 計 ２２０５３２ 的中 � ３２３２（１２番人気）� ９６３（１４番人気）� ２６０３５（３番人気）
枠連票数 計 １５６６３５ 的中 （２－８） ３４１３（１６番人気）
普通馬連票数 計 ４９０８７７ 的中 �� ９１（１０７番人気）
馬単票数 計 ３７３９２６ 的中 �� ８０（１９８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８２３８ 的中 �� ５９（１０９番人気）�� ７００（５２番人気）�� ２４８（７１番人気）
３連複票数 計 ６６４９７９ 的中 ��� ３７（４２７番人気）
３連単票数 計１０３６６７３ 的中 ��� ７（２７５９番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１２．２―１２．０―１２．２―１２．３―１２．２―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．２―３５．４―４７．４―５９．６―１：１１．９―１：２４．１―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３
１６，８（５，９）１５（２，１４）７（３，１３）－６（４，１０）１２，１１＝１
１６（８，９）（５，７，１５，１３）（２，３，１４，６）（４，１２）（１１，１０，１）

２
４
１６－（５，８）（９，１５）（２，７，１４）１３（３，６）（４，１０）１２，１１－１
１６（５，８，９）（３，７，１３）（４，１４，１５，６）（２，１０，１２）１－１１

勝馬の
紹 介

ユーピロンユー �
�
父 エアエミネム �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．１０．１４ 東京９着

２００５．５．３生 牝３鹿 母 アンバーユー 母母 リユウペガサス １１戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハローオンザヒル号
（非抽選馬） ３頭 カシノマチャガ号・スズカスタイル号・メイショウフェーヴ号


