
２３０７４ ９月４日 晴 良 （２２小倉２）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
１：４６．６

良

良

７８ マイネソルシエール 牝２栗 ５４ 和田 竜二 �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 ４４８－ ２１：４９．９ ６８．１�

６６ リリーファイアー 牡２鹿 ５４
５３ ☆松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０± ０１：５０．１１� ３．８�
５５ 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 ５０２＋ ６１：５０．２� ４．７�
４４ サチノパートナー 牡２鹿 ５４ 小牧 太佐藤 幸彦氏 武 宏平 新冠 競優牧場 ５００－ ８１：５０．４１� ２．０�
８１０ キョウワオリオン 牡２鹿 ５４ 黒岩 悠�協和牧場 吉岡 八郎 新冠 協和牧場 ４８４－ ６ 〃 アタマ ９．８�
８９ シゲルカカリチョウ 牝２栗 ５４ 川島 信二森中 蕃氏 鶴留 明雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４２８－ ４１：５０．９３ １５．５	
２２ マ ギ ー メ イ 牝２栗 ５４ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４１４± ０１：５１．０クビ １０５．９

７７ カシノダンガン 牡２黒鹿５４ 加藤士津八柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 ４７４－ ６１：５１．１� ５８．１�
１１ マーティンジーン 牡２栗 ５４ 渡辺 薫彦大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 佐藤 陽一 ４６８－ ６１：５２．０５ ２０．２�
３３ シゲルシテンチョウ 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田牧場 ５３０－ ４１：５４．１大差 ２０３．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，１９１，８００円 複勝： ２３，９３９，５００円 枠連： ７，３７２，５００円

普通馬連： ２４，５４９，２００円 馬単： ２５，２４８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２２９，６００円

３連複： ３５，９２５，４００円 ３連単： ７９，３１９，７００円 計： ２１８，７７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，８１０円 複 勝 � ２，２８０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ６，９９０円

普通馬連 �� １７，６１０円 馬 単 �� ４３，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２６０円 �� ２，６６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １６，０８０円 ３ 連 単 ��� ２３３，２２０円

票 数

単勝票数 計 １１１９１８ 的中 � １２９６（８番人気）
複勝票数 計 ２３９３９５ 的中 � １９９６（９番人気）� ４５７０１（２番人気）� ２９５７３（３番人気）
枠連票数 計 ７３７２５ 的中 （６－７） ７７９（１３番人気）
普通馬連票数 計 ２４５４９２ 的中 �� １０２９（２４番人気）
馬単票数 計 ２５２４８５ 的中 �� ４３０（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２２９６ 的中 �� ７８４（２３番人気）�� ９６７（２０番人気）�� ９２４３（３番人気）
３連複票数 計 ３５９２５４ 的中 ��� １６４９（３０番人気）
３連単票数 計 ７９３１９７ 的中 ��� ２５１（２７４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．８―１２．６―１２．５―１２．５―１２．２―１２．２―１２．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．２―３６．８―４９．３―１：０１．８―１：１４．０―１：２６．２―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９
１
３

・（６，７）９（５，８）１０－４（２，１）－３・（６，７）（５，９）（１０，４）（２，８）－１－３
２
４

・（６，７）（５，９）（８，１０）４，２－１＝３・（６，７）（５，９）（１０，４，８）－２－１－３
勝馬の
紹 介

マイネソルシエール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．８．１ 小倉１５着

２００８．２．１９生 牝２栗 母 マイネソーサリス 母母 マイネマジック ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルシテンチョウ号は，平成２２年１０月４日まで平地競走に出走できない。


