
２００６９ ８月１日 晴 良 （２２小倉１）第６日 第９競走 ��
��１，７００�

ひびきなだ

響 灘 特 別
発走１５時００分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．８
１：４１．７

不良

不良

３５ ニホンピロアワーズ 牡３青鹿５４ 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 ４９２＋ ８１：４４．９ ４．５�

１２ ス エ ズ �５鹿 ５７ 佐藤 哲三吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５０２－１０１：４５．２１� １６．３�
２４ ポイマンドレース 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ８ 〃 アタマ ２．３�
４８ 	 アイアムルビー 牝３栗 ５２ 幸 英明堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４４２± ０１：４５．３
 ６．４�
８１５ シルクターンベリー 牡３鹿 ５４ 松田 大作有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７８± ０１：４５．５１� １９．５�
７１３� ジェンティリティー �５栗 ５７ 藤岡 康太前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２６－ ２ 〃 ハナ １５４．７�
２３ バンドゥロンシャン 牡４栗 ５７ 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４５４－ ４１：４５．８１� ６．９	
５１０ スパークルシチー 牡５黒鹿５７ 和田 竜二 
友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 B４８４＋ ４１：４６．７５ ３３．４�
３６ マーベラスアロー 牡６栗 ５７ 浜中 俊笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４９０＋１２１：４６．９１
 １９０．８�
７１４	 エーシンブイムード 牝５青鹿５５ 福永 祐一
栄進堂 野中 賢二 米 R. Warren Lyster

& Jeanne Lyster ４６０＋ ４１：４７．０クビ ７３．６
５９ リバティーフロー 牡４栗 ５７ 松岡 正海臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５００＋ ８１：４７．２１
 ９．７�
４７ � ブ チ カ マ シ 牡６黒鹿５７ 太宰 啓介中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム ４４０－１０１：４７．３
 １９１．９�
８１６ マイネルトラヴェル 牡７青鹿５７ 国分 恭介 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４８０± ０１：４７．６２ ４０６．１�
６１２� テーオーエンジェル 牝５栗 ５５ 柴田 善臣小笹 公也氏 笹田 和秀 門別 ヤナガワ牧場 ４６８－ ６１：４８．８７ １２６．１�
１１ スズカフェロー 牡７鹿 ５７ 川須 栄彦永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４９４＋ ８１：４８．９
 ３３７．０�
６１１ ブ イ コ ナ ン 牡３鹿 ５４ 安藤 光彰藤原征士郎氏 福島 信晴 新ひだか 村上牧場 ４８６＋１０１：５０．１７ ９５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，４２７，１００円 複勝： ６２，９５７，０００円 枠連： ２７，６０８，９００円

普通馬連： １２１，１４３，２００円 馬単： ８０，２１５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，０７３，７００円

３連複： １５５，６０３，１００円 ３連単： ３０９，３９７，９００円 計： ８３３，４２６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � １１０円 枠 連（１－３） ３，３５０円

普通馬連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ５，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ２３０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� １６，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３６４２７１ 的中 � ６４２１４（２番人気）
複勝票数 計 ６２９５７０ 的中 � １０４９１２（２番人気）� ３４８７７（６番人気）� ２２６８４８（１番人気）
枠連票数 計 ２７６０８９ 的中 （１－３） ６０８４（１１番人気）
普通馬連票数 計１２１１４３２ 的中 �� ２７９０７（１１番人気）
馬単票数 計 ８０２１５７ 的中 �� １０６３９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４００７３７ 的中 �� ９４８１（１１番人気）�� ５１１９６（１番人気）�� １６４３７（５番人気）
３連複票数 計１５５６０３１ 的中 ��� ６９５９９（４番人気）
３連単票数 計３０９３９７９ 的中 ��� １３５３１（５１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．７―１３．８―１２．９―１１．７―１２．２―１２．３―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．６―４３．４―５６．３―１：０８．０―１：２０．２―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロアワーズ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１０．１．２３ 京都３着

２００７．５．３生 牡３青鹿 母 ニホンピロルピナス 母母 ニホンピロタイラ ６戦３勝 賞金 ３４，０１７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブイコナン号は，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） １頭 ワンダープロ号
（非抽選馬） ２頭 ナックルパート号・プレストンペスカ号


