
０７０４８ ３月９日 晴 良 （２０中京１）第４日 第１２競走 ��１，７００�
せ と

瀬 戸 特 別
発走１６時００分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．９
１：４１．８

重

不良

５８ マルカシリウス 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ５１０－ ６１：４６．０ ２２．８�

７１２ ブ レ イ バ ー 牡５鹿 ５７ 北村 友一古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４７０－１２ 〃 クビ １０．３�
４７ ルアシェイア 牝４黒鹿５５ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１６－ ２１：４６．１クビ ７６．９�
３５ ジェットバニヤン 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳津村 靖志氏 鮫島 一歩 千歳 ロイヤルファーム ５１２＋ ６ 〃 クビ ４１．５�
２２ スプリングザスパ 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 B４５２± ０１：４６．３１� １５．４�
８１５ ゴールドイモン 牡６黒鹿５７ 和田 竜二井門 敏雄氏 柴田 光陽 新冠 須崎牧場 B５１６－ ２１：４６．４� ６．７	
１１ ウインプログレス 牡７鹿 ５７ 田中 健�ウイン 浅見 秀一 白老 白老ファーム ４７０－ ４１：４６．５� １８．９

８１４ マイネルトラヴェル 牡５青鹿５７ 的場 勇人 �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 ４８２－ ４１：４６．７１� ７．０�
６１１ アドマイヤミラクル 牡５青鹿５７ 加藤士津八近藤 利一氏 藤沢 則雄 新冠 秋田牧場 B４９８－ ６ 〃 アタマ ４．８�
４６ � チェリークラウン 牡４栗 ５７ 安藤 光彰櫻井倶楽部 小西 一男 鵡川 上水牧場 ４８４－ ６１：４７．０１� ４．５
７１３ アイアイスピーチ 	５黒鹿５７ 池田 鉄平齊藤 敬氏 星野 忍 門別 坂口 豊翼 ４４８－ ８１：４７．３１� ５１．５�
２３ ケイアイハクスイ 牡６鹿 ５７ 中舘 英二亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４９４± ０１：４７．６１� ８．６�
５９ ファンドリウェーブ 牡４栗 ５７ 柴原 央明水戸 富雄氏 田中 章博 静内 高橋フアーム ４３４－ ６１：４７．９１� ５０．６�
６１０ マイネルガリレイ 牡４栗 ５７ 浜中 俊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木晶三 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６０－ ２ 〃 アタマ ２６．３�

３４ ドミンゴシチー 牡４芦 ５７ 梶 晃啓 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 静内 光丘牧場 B５１０－ ２１：４８．６４ ２０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，８９６，１００円 複勝： ３３，００６，３００円 枠連： ３２，２８２，８００円

普通馬連： １１１，３２０，８００円 馬単： ７０，０７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３８０，７００円

３連複： １２５，９８５，９００円 ３連単： ２７９，４７７，３００円 計： ７０８，４２７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２８０円 複 勝 � ５７０円 � ３５０円 � ２，９８０円 枠 連（５－７） ５，５８０円

普通馬連 �� １０，６６０円 馬 単 �� ２５，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１００円 �� ９，０１０円 �� １１，８１０円

３ 連 複 ��� ２２０，８５０円 ３ 連 単 ��� １，０９１，３００円

票 数

単勝票数 計 ２６８９６１ 的中 � ９３２９（１０番人気）
複勝票数 計 ３３００６３ 的中 � １５４９６（１０番人気）� ２７３５３（６番人気）� ２６０１（１５番人気）
枠連票数 計 ３２２８２８ 的中 （５－７） ４２７３（２７番人気）
普通馬連票数 計１１１３２０８ 的中 �� ７７０９（４７番人気）
馬単票数 計 ７００７７２ 的中 �� ２０４０（１０３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３８０７ 的中 �� ２３６３（４３番人気）�� ７９９（８５番人気）�� ６０８（９５番人気）
３連複票数 計１２５９８５９ 的中 ��� ４２１（３９７番人気）
３連単票数 計２７９４７７３ 的中 ��� １８９（２１７２番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．３―１２．８―１２．６―１２．９―１３．１―１２．４―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．１―４１．９―５４．５―１：０７．４―１：２０．５―１：３２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．６
１
３
８，１５－（５，９，１０）（１，３，４）１２（２，７，１３）１４，１１－６
８（１５，３）５（２，１，９，１２）（７，１１，１０）６，４（１３，１４）

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

勝馬の
紹 介

マルカシリウス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Capote デビュー ２００５．１０．１５ 京都１着

２００３．３．２４生 牡５鹿 母 フォルナリーナ 母母 プレイヤーホイール ２７戦４勝 賞金 ４９，５８４，０００円
〔制裁〕 アドマイヤミラクル号の騎手加藤士津八は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出走取消馬 ジャドール号（疾病〔感冒〕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２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２８頭 アグネスクラウン号・アンクルピース号・イエス号・イグザクトリー号・エイシンハンコック号・クリアヴィジョン号・

ゴールデンエビス号・サクラマジェスティ号・スズカオペラ号・スペラーレ号・ゼンノグッドウッド号・
ソフトパワー号・ソブリンブライト号・ダイショウゴードン号・テイエムザエックス号・デジデーリオ号・
テンザンメダリスト号・ドナプレミア号・ドリーミーペガサス号・ナムラスピード号・パンプアップ号・ブルルイ号・
プロミスフェアー号・マイプリティワン号・マーキュリー号・ヤマニンコーリング号・ランヘランバ号・
リックチョモランマ号


