
２００６４ ８月１日 曇 良 （２２小倉１）第６日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０分 （芝・右）

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

１：４７．９
１：４６．６

良

良

５９ ウインバリアシオン 牡２鹿 ５４ 福永 祐一�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５０４ ―１：４９．３ ３．５�

４８ タガノエベンヌ 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲高倉 稜八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０ ―１：４９．８３ ６．４�
３５ アスールアラテラ 牡２鹿 ５４ 和田 竜二 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４１４ ―１：５０．０１ ４．７�
１２ ネオザイオン 牡２鹿 ５４ 鮫島 良太小林 仁幸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４６ ― 〃 ハナ ７．９�
８１６ レールスプリッター 牡２鹿 ５４ 川田 将雅 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B４８０ ― 〃 クビ ２０．１�
８１５ ミエノスペシャル 牝２青鹿５４ 川島 信二里見美惠子氏 村山 明 新ひだか 桜井牧場 ４３０ ―１：５０．３２ １２．９	
２４ コスモロッキー 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 日高 富川牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ７７．０

７１３ ビ ー ム 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三小田切有一氏 佐々木晶三 日高 山本 通則 ４９６ ― 〃 アタマ ５．８�
６１２ ピルケンハンマー 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４６８ ―１：５０．７２� ８７．９�

（マコトシャングリラ）

７１４ マーベラスビジン 牝２栗 ５４ 岩田 康誠笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４６４ ― 〃 クビ ７５．９
５１０ カネトシパシュート 牡２栗 ５４ 太宰 啓介兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：５０．８� １２５．１�
１１ オウエイロブロイ 牡２芦 ５４ 幸 英明大原 詔宏氏 境 直行 浦河 有限会社

大原ファーム ４６４ ―１：５１．０１� １３．３�
４７ ナムラカンタベリー 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ５１２ ―１：５１．４２� ４１．１�
３６ ラブイズゴッド 牡２青鹿５４ 浜中 俊江口雄一郎氏 谷 潔 新ひだか 坂本 春信 ４８０ ―１：５３．１大差 ５７．５�
２３ マイネソルシエール 牝２栗 ５４ 赤木高太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５０ ―１：５４．１６ １０７．４�
６１１ ビッグアスリート 牡２鹿 ５４ 熊沢 重文横瀬 兼二氏 田所 秀孝 様似 中村 勝則 ４４４ ―２：０３．７大差 １９０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８８４，３００円 複勝： ２４，４７７，７００円 枠連： １４，１６５，２００円

普通馬連： ４３，２２５，５００円 馬単： ３１，９９９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４１９，５００円

３連複： ５７，８８５，６００円 ３連単： ８８，８１０，５００円 計： ２９４，８６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（４－５） １，０８０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ４３０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ９，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６８８４３ 的中 � ３８７６１（１番人気）
複勝票数 計 ２４４７７７ 的中 � ４７０７９（１番人気）� ３４８２８（３番人気）� ３７６６６（２番人気）
枠連票数 計 １４１６５２ 的中 （４－５） ９７３９（３番人気）
普通馬連票数 計 ４３２２５５ 的中 �� ２７３０４（２番人気）
馬単票数 計 ３１９９９８ 的中 �� １１９４２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４１９５ 的中 �� １０２２９（１番人気）�� １０１９１（２番人気）�� ６８４７（４番人気）
３連複票数 計 ５７８８５６ 的中 ��� ２３８１３（１番人気）
３連単票数 計 ８８８１０５ 的中 ��� ７２５０（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１３．２―１２．８―１２．５―１２．１―１１．８―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３７．１―４９．９―１：０２．４―１：１４．５―１：２６．３―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

ウインバリアシオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Bird 初出走

２００８．４．１０生 牡２鹿 母 スーパーバレリーナ 母母 Count On a Change １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグアスリート号は，平成２２年９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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シゲルシュジ号・テイエムラブパワー号・ホーマンアクセル号


