
２００８０ ８月９日 晴 良 （２０小倉２）第７日 第８競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．１
５７．１

稍重

稍重

５６ アウトクラトール 牡３鹿 ５４ 小牧 太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４９２＋１０ ５８．９ ５．６�

７１０ ワンダーポデリオ 牡４鹿 ５７ 石橋 守山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４７０－ ４ ５９．１１� １０．７�
３３ カシノカスケード 牡４栗 ５７ 鮫島 克也柏木 務氏 福永 甲 宮崎 田上 勝雄 ４８８＋１２ ５９．３１� ８８．５�

（佐賀）

８１２� パレスルビー 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介西村 豊氏 小島 貞博 浦河 岡崎牧場 ５１２± ０ ５９．５１� １１．９�
４４ マイネラロンハ 牝３栗 ５２ 野元 昭嘉 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋１２ ５９．６� ２．２�
４５ トキノムテキ 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆浜中 俊中野 正則氏 大根田裕之 浦河 小倉牧場 ５０４－ ６ ５９．７� ９．３	
２２ オーメドック 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三本田 恒雄氏 柴田 政見 青森 山内 農場 ４５４－ ８１：００．１２� ４７．５

５７ サンレイアイシング 牝３鹿 ５２ 岩崎 祐己永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 稲原牧場 ４６８± ０１：００．２� １４３．９�
８１３ スリーベイダー 	４黒鹿５７ 幸 英明永井商事� 野村 彰彦 浦河 辻 牧場 ４６８＋ ８１：００．３� １５．７�
１１ エンジェルフェザー 牝４黒鹿５５ 熊沢 重文山科 統氏 柴田 政見 浦河 バンダム牧場 ４８８＋２２１：００．４クビ ６５．５
６９ � ドロシービコー 牝４栗 ５５ 酒井 学大迫久美子氏 西園 正都 浦河 鎌田 正嗣 ４６８－２３１：００．６１ ５．２�
７１１ キシュウラパン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲船曳 文士木村 公昭氏 安達 昭夫 門別 藤本ファーム ４７２－ ２１：０１．０２� ３７．１�

（１２頭）
６８ キンシニューストン 牡３栗 ５４

５２ △田中 克典若草クラブ 浅見 秀一 浦河 冨岡牧場 ４５６－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，７１１，４００円 複勝： ２５，６１５，７００円 枠連： １６，３６６，２００円

普通馬連： ６１，８１５，２００円 馬単： ４５，６０７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９８０，４００円

３連複： ６６，１５６，０００円 ３連単： １３９，１３７，９００円 計： ３９２，３８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２３０円 � ２７０円 � １，８８０円 枠 連（５－７） ２，０１０円

普通馬連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ４，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ５，７９０円 �� ６，２５０円

３ 連 複 ��� ５３，４８０円 ３ 連 単 ��� ２２７，６９０円

票 数

単勝票数 差引計 １９７１１４（返還計 ３７７１） 的中 � ２７８１７（３番人気）
複勝票数 差引計 ２５６１５７（返還計 ５１１４） 的中 � ３３８７５（２番人気）� ２６５１２（４番人気）� ２８６６（１１番人気）
枠連票数 差引計 １６３６６２（返還計 ５２７） 的中 （５－７） ６０３３（９番人気）
普通馬連票数 差引計 ６１８１５２（返還計 ２８８６０） 的中 �� ２０５５５（９番人気）
馬単票数 差引計 ４５６０７０（返還計 ２４４０６） 的中 �� ８３０１（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １７９８０４（返還計 １０８５３） 的中 �� ６５５９（７番人気）�� ７４０（４６番人気）�� ６８５（４８番人気）
３連複票数 差引計 ６６１５６０（返還計 ６９３８０） 的中 ��� ９１３（１１１番人気）
３連単票数 差引計１３９１３７９（返還計１４０８７３） 的中 ��� ４５１（５１７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．６―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．４―３４．０―４６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３６．５
３ ４，６（１，５，７，１２）（３，１３）－２（９，１１）１０ ４ ・（４，６）（７，１２）（１，５）３，２，１３，９，１０－１１

勝馬の
紹 介

アウトクラトール �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００８．１．６ 京都３着

２００５．４．１２生 牡３鹿 母 ツ ァ リ ー ヌ 母母 ランフォアロージス ４戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔競走除外〕 キンシニューストン号は，馬場入場後に放馬。疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。
※出走取消馬 シーグランジャー号（疾病〔蕁麻疹〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハナムケ号
（非抽選馬） ４頭 アイファードラゴン号・イーグルホーラー号・テイエムフルパワー号・リリーレインボー号
※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。


