
０８０３６ ３月２１日 晴 良 （２１中京２）第３日 第１２競走 ��１，２００�
す ず か

鈴 鹿 特 別
発走１６時００分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
賞 品

本 賞 １４，３００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４３０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０６．７
１：０６．５

良

良

４８ アルティマトゥーレ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８２－ ８１：０９．０ １．４�

２３ スペシャルポケット 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：０９．５３ １５．２�
７１３ オールタイムベスト 牝４青鹿５５ 藤田 伸二青山 洋一氏 池江 泰寿 門別 下河辺牧場 ４８６＋１２ 〃 クビ ３４．６�
６１２ パ パ ラ チ ア 牝６鹿 ５５ 北村 友一�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７４＋ ２１：０９．６� ３１．８�
１１ ケンエンデバー 牝６鹿 ５５ 太宰 啓介中西 健造氏 本田 優 新冠 グラッドホースパーク ４６２－ ８１：０９．７� １６６．５�
２４ オースミビーナス 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎	オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６０± ０１：０９．８� ５０．１

５９ リトルビスケット 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 村山 明 静内 カントリー牧場 ４２６± ０ 〃 ハナ ２１．５�
６１１ メ イ カ 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６０＋ ８ 〃 クビ ２３．６�
４７ レンデフルール 牝５青鹿５５ 宮崎 北斗 	グリーンファーム 矢野 英一 新冠 武田牧場 ４４４－１０１：０９．９クビ ４１．８
３６ ブルーミンバー 牝４鹿 ５５ 武 豊諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：１０．０� １０．８�
８１６ フランシール 牝５栗 ５５ 二本柳 壮岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４７８－ ８１：１０．１� ２１．４�
８１７ キングスベリー 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４３０＋ ２１：１０．６３ ４５．０�
８１８ アンソロジー 牝５鹿 ５５ 浜中 俊 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４２８－１８ 〃 クビ ６１．０�
７１４ サマーエタニティ 牝４芦 ５５ 田中 博康セゾンレースホース	 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ４９４－ ２１：１０．８１ １５２．８�
５１０� トミノドリーム 牝５黒鹿５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４７８± ０１：１０．９� ８５．３�
１２ ピンククラウド 牝５鹿 ５５ 岩部 純二星野 壽市氏 手塚 貴久 静内 桜井牧場 ５１２＋ ８１：１１．０� １６６．８�
７１５ コウヨウマリーン 牝４青鹿５５ 中舘 英二寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４６４－ ４１：１１．１クビ ４８．５�
３５ リマレックス 牝４栗 ５５ 上村 洋行�ファイブウィン 須貝 尚介 新冠 田渕牧場 ４４８± ０１：１１．５２� ４６．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，１７１，０００円 複勝： ５７，７４１，４００円 枠連： ２４，７７３，５００円

普通馬連： ８３，８８０，４００円 馬単： ６８，３２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６４５，０００円

３連複： １０６，２９９，３００円 ３連単： ２６０，７２４，６００円 計： ６６４，５５８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２９０円 � ６２０円 枠 連（２－４） ６６０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ９３０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� ７，３７０円 ３ 連 単 ��� １８，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３２１７１０ 的中 � １９２１９３（１番人気）
複勝票数 計 ５７７４１４ 的中 � ３４５１６３（１番人気）� ２６６７３（３番人気）� １０７１６（１１番人気）
枠連票数 計 ２４７７３５ 的中 （２－４） ２７７８５（３番人気）
普通馬連票数 計 ８３８８０４ 的中 �� ６２１２２（２番人気）
馬単票数 計 ６８３２３５ 的中 �� ４０２４９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６４５０ 的中 �� １８０６４（３番人気）�� ８０３８（９番人気）�� １６５４（４５番人気）
３連複票数 計１０６２９９３ 的中 ��� １０６４７（２２番人気）
３連単票数 計２６０７２４６ 的中 ��� １０３６７（４１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．６―１１．４―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．３―４５．７―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．７
３ ・（８，１３）（２，１５，１８）（３，９，１７，１６）１，１２（４，１４）１１（５，６，１０）７ ４ ８（１３，１５）（２，３，１８，１６）（１，９）１７（４，１２）（１１，１４）（６，１０）（５，７）

勝馬の
紹 介

アルティマトゥーレ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．１６ 阪神１着

２００４．４．１４生 牝５鹿 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス ６戦４勝 賞金 ４６，０３７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネアルデュール号
（非抽選馬） １頭 ハッピームード号


