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０６０７３ ３月１７日 雨 重 （２４阪神１）第７日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・右）

牝，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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

４４ エーシングランダム 牝３黒鹿５４ M．デムーロ�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 ４７６＋ ２１：５６．１ １．４�
（伊）

６８ カチューシャ 牝３栃栗５４ 福永 祐一窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４７０ ― 〃 クビ １０．４�
８１２ ウインアルエット 牝３鹿 ５４ 川島 信二�ウイン 荒川 義之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ２１：５６．６３ ８．６�
６９ キレイナダケデス 牝３栗 ５４ 北村 友一小田切有一氏 田中 章博 新冠 中地 康弘 ４７８－ ４１：５７．０２� １０．６�
４５ プレミアムペスカ 牝３黒鹿５４ 幸 英明ユーモード 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 ４６６－ ４１：５７．１� ２３．６�
５６ ハートオブミニー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田 正己 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ３３．７�
３３ ハマノスカーレット 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志浜井 弘至氏 服部 利之 新ひだか 坂本 春信 ４４４－ ２１：５７．４１� １６．２	
７１１ リバーマンサーナ 牝３栗 ５４ 芹沢 純一河越 武治氏 作田 誠二 青森 諏訪牧場 ４１８－ ２１：５７．７２ １２９．８

１１ テーオージュエル 牝３黒鹿５４ 小林慎一郎小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ５００ ―１：５７．８クビ ４４．７�
８１３ パールダンシング 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介迎 徹氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 正美 ４９６＋ ４ 〃 ハナ ３６．５�
５７ ナナヨーメロディー 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦尾崎 和助氏 川村 禎彦 浦河 小島牧場 ４６０－ ６１：５８．１２ ４９．７
２２ クイーンローズ 牝３芦 ５４

５１ ▲花田 大昂林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４２０＋ ４１：５９．７１０ ２２５．９�
７１０ レディハードモア 牝３栃栗５４ 小牧 太ジャパンフードビジネス� 沖 芳夫 千歳 社台ファーム ４９８－ ４２：００．６５ ４４．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，７００，３００円 複勝： ３２，１４２，６００円 枠連： ８，３３８，４００円

馬連： ２７，６８１，６００円 馬単： ２３，２４０，２００円 ワイド： １４，０４２，０００円

３連複： ４０，８６３，２００円 ３連単： ７６，３６３，５００円 計： ２３７，３７１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（４－６） ３７０円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ２３０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� ６，９２０円

票 数

単勝票数 計 １４７００３ 的中 � ８３６８０（１番人気）
複勝票数 計 ３２１４２６ 的中 � １８４８６３（１番人気）� １６０２８（５番人気）� ４０５４６（２番人気）
枠連票数 計 ８３３８４ 的中 （４－６） １６８３２（２番人気）
馬連票数 計 ２７６８１６ 的中 �� １７５１６（５番人気）
馬単票数 計 ２３２４０２ 的中 �� １２３４７（５番人気）
ワイド票数 計 １４０４２０ 的中 �� ７９５３（５番人気）�� １７８２５（１番人気）�� ２３６２（１６番人気）
３連複票数 計 ４０８６３２ 的中 ��� １５９７４（５番人気）
３連単票数 計 ７６３６３５ 的中 ��� ８１５４（１３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１４．６―１３．５―１３．３―１３．３―１２．６―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３８．９―５２．４―１：０５．７―１：１９．０―１：３１．６―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．１
１
３
４，８（５，１２）（７，１０）３（６，９）（１，１３）１１，２
４，８（５，１２）（７，１３）（３，１１）（６，１０）１，９－２

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

勝馬の
紹 介

エーシングランダム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Alydeed デビュー ２０１１．８．１３ 新潟２着

２００９．２．５生 牝３黒鹿 母 エイシンリンデン 母母 Polish Devil ４戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時０１分に変更。
※テーオージュエル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０７４ ３月１７日 小雨 重 （２４阪神１）第７日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・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

１：０９．７
１：０８．７

重

重

７１４ テイエムチャンス 牡３黒鹿５６ 浜中 俊竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 ４６６＋ ４１：１２．１ ３．２�

４７ イエスイットイズ 牡３鹿 ５６ 幸 英明薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４８２－ ２１：１２．３１� １．９�
２３ ニロティカス 牡３黒鹿５６ 小坂 忠士畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４３８－ ８１：１２．８３ ２２．３�
１１ バトルマグマ 牡３栗 ５６ 小牧 太宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４５２－ ２１：１３．４３� ７．６�
３６ ヤマニンリンクス 牡３青鹿５６ 福永 祐一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B４２４－ ８１：１３．５� １７．５�
４８ アークイクシオン 牡３黒鹿５６ 渡辺 薫彦門野 文典氏 清水 久詞 浦河 向別牧場 ４６４＋ ４１：１３．６� ７７．１�
３５ ク ア ド リ ガ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志�下河辺牧場 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４０２－１０ 〃 ハナ ２０４．５	
６１２ メイショウタマカゼ 牡３栗 ５６ M．デムーロ松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５４± ０１：１３．７クビ １１．８


（伊）

６１１ アルマサント 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介コウトミックレーシング 高木 登 日高 渋谷 健作 ４７６－ ２ 〃 クビ ６９．４�
５１０ オグリグランデ 牡３栗 ５６ 芹沢 純一小栗 孝一氏 鹿戸 明 新冠 北星村田牧場 ４８６＋ ２１：１４．５５ ２９７．４�
５９ エリモガスト 牡３黒鹿５６ 北村 友一山本 慎一氏 安達 昭夫 えりも エクセルマネジメント ４９４ ― 〃 ハナ ４２．６
２４ リアルブラック �３青鹿５６ 石橋 守大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 B４７８＋ ４ 〃 クビ １１２．９�
１２ デンタルボーイ 牡３栗 ５６ 野元 昭嘉安田 光則氏 柴田 光陽 新冠 川筋 克幸 ４８０－ ２ 〃 ハナ ３２１．０�
８１６ アストゥリアス 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一薪浦 英稔氏 梅田 康雄 新ひだか 秋田育成牧場 ４０８＋ ２１：１５．８８ ２７５．６�
７１３ ゼンノオウショウ 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎大迫久美子氏 武市 康男 新ひだか 米田 和子 ４３４－ ２１：１７．２９ ６３．０�

（１５頭）
８１５ フォレストピア 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮本 博 日高 オリオンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，３５９，１００円 複勝： ４２，１２１，６００円 枠連： ８，６７４，６００円

馬連： ３２，４１１，０００円 馬単： ２５，２０２，７００円 ワイド： １５，２３４，５００円

３連複： ４６，０３５，８００円 ３連単： ８７，８２０，３００円 計： ２７０，８５９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（４－７） ２６０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ８００円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ４，８８０円

票 数

単勝票数 差引計 １３３５９１（返還計 ９９） 的中 � ３３３５９（２番人気）
複勝票数 差引計 ４２１２１６（返還計 １３０） 的中 � ６４０８０（２番人気）� ２４５７３４（１番人気）� １４０９２（６番人気）
枠連票数 差引計 ８６７４６（返還計 ２ ） 的中 （４－７） ２４８５８（１番人気）
馬連票数 差引計 ３２４１１０（返還計 ４４６） 的中 �� ９９４７９（１番人気）
馬単票数 差引計 ２５２０２７（返還計 ３４９） 的中 �� ２８７０５（２番人気）
ワイド票数 差引計 １５２３４５（返還計 １９７） 的中 �� ３６３１０（１番人気）�� ３６００（９番人気）�� ６２６３（７番人気）
３連複票数 差引計 ４６０３５８（返還計 １８３０） 的中 ��� ２５９９５（４番人気）
３連単票数 差引計 ８７８２０３（返還計 ３８２２） 的中 ��� １３２９４（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．６―１２．１―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．４―４７．５―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．７
３ ・（７，１４，１６）－１（３，４，６）９（１３，１２）８（５，１０，１１）＝２ ４ ７，１４，１６－（１，３）６，４－１２，８（９，１３，１１）５，１０－２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムチャンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dayjur デビュー ２０１１．６．１９ 阪神１２着

２００９．１．１８生 牡３黒鹿 母 シーンプロット 母母 Nastique ７戦１勝 賞金 ９，６５０，０００円
〔出走取消〕 フォレストピア号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼンノオウショウ号は，平成２４年４月１７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 シゲルキンカン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第１回 阪神競馬 第７日



０６０７５ ３月１７日 小雨 重 （２４阪神１）第７日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・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

１：４８．５
１：４７．８

重

重

７１３ キ ク タ ロ ウ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 国田 正忠氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４５２ ―１：５４．２ ８．５�
（伊）

８１４ アーサーバローズ 牡３栗 ５６ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４６２± ０１：５４．３� ４．０�
２３ ブルースイショウ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４８６＋ ２１：５４．４クビ ３．３�

（伊）

７１２ シルクルガール 牡３黒鹿５６ 幸 英明有限会社シルク西浦 勝一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム B５０６－ ２ 〃 クビ １３．２�
４６ ソードブレイカー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一伊藤 英明氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５０４± ０ 〃 ハナ ９．１�
３４ エーシンデューク 牡３青鹿５６ 浜中 俊�栄進堂 沖 芳夫 浦河 高野牧場 ４７０－１２１：５４．５� ５．６�
５９ ヒシサイクロン 牡３青 ５６ 藤岡 佑介阿部雅一郎氏 佐山 優 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：５４．６� １２．０	
８１５ ベストウィッシュ 牡３青鹿５６ 小牧 太 �グリーンファーム 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 ５５８－ ２１：５４．９１� １５．６�
２２ イセノアラシ 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一大橋 堯格氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 ４７２－ ４１：５５．２２ １６８．５�
５８ バブルエコノミー 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦山上 和良氏 庄野 靖志 伊達 高橋農場 ４８２ ―１：５５．４� ２４７．９
３５ ミスターナインワン 牡３鹿 ５６ 北村 友一増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４５０－ ８１：５５．５� １０９．２�
６１０ リリーアタッカー 牡３栗 ５６ 川田 将雅土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 ４６４＋ ４１：５６．１３� ２５．３�
１１ ガンバレシャチョウ 牡３芦 ５６ 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか 増本牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ １６６．３�
６１１ アイアンムガール 牝３青 ５４

５１ ▲藤懸 貴志池上 一馬氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ５２６ ―１：５８．８大差 ３９５．６�
４７ サ ム シ ン グ 牡３栗 ５６ 小坂 忠士薪浦 亨氏 牧田 和弥 安平 吉田 三郎 ４６０ ―１：５９．１１� １０８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，４０６，６００円 複勝： ２７，２７５，５００円 枠連： １０，０４０，１００円

馬連： ３４，６４５，５００円 馬単： ２３，７０２，７００円 ワイド： １６，６１５，５００円

３連複： ４８，１４６，２００円 ３連単： ７５，１７０，８００円 計： ２５０，００２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２８０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（７－８） ７４０円

馬 連 �� １，８４０円 馬 単 �� ４，２３０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ５１０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� １３，８３０円

票 数

単勝票数 計 １４４０６６ 的中 � １３３９５（４番人気）
複勝票数 計 ２７２７５５ 的中 � １７３７５（６番人気）� ６５５７７（２番人気）� ６５６０８（１番人気）
枠連票数 計 １００４０１ 的中 （７－８） １００２１（２番人気）
馬連票数 計 ３４６４５５ 的中 �� １３９５９（７番人気）
馬単票数 計 ２３７０２７ 的中 �� ４１３８（１６番人気）
ワイド票数 計 １６６１５５ 的中 �� ５９５７（８番人気）�� ７５５３（４番人気）�� ２００２８（１番人気）
３連複票数 計 ４８１４６２ 的中 ��� １８８１５（２番人気）
３連単票数 計 ７５１７０８ 的中 ��� ４０１２（２５番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．８―１２．８―１３．１―１３．３―１３．１―１２．６―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．８―３６．６―４９．７―１：０３．０―１：１６．１―１：２８．７―１：４１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．１
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キ ク タ ロ ウ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

２００９．２．１２生 牡３鹿 母 シェナンドアリバー 母母 ア リ シ ー ナ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※キクタロウ号・サムシング号・バブルエコノミー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０７６ ３月１７日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４阪神１）第７日 第４競走 ��２，９７０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
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３：１５．７良・良

７７ エイユーブラッサム 牡５鹿 ６０ 白浜 雄造笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４６０－ ６３：２１．２ ３．５�

１１ � ニホンピロキリバス �７栃栗６０ 田村 太雅小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４５８± ０３：２１．３� ５．２�
４４ テイエムライジン 牡４栗 ５９ 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４４６＋ ４３：２１．６２ １１．８�
７８ ユウターチェイサー 牡４栗 ５９ 金子 光希北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ８．６�
５５ シャインモーメント 牡７栗 ６０ 植野 貴也�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ５００－ ４３：２１．８１� １４．６�
８９ キクノセンヒメ 牝６鹿 ５８ 今村 康成菊池 五郎氏 坪 憲章 新冠 松浦牧場 ４６２－１４３：２３．７大差 ７８．２�
８１０ アルマニャック �４鹿 ５９ 山本 康志 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ５２２－ ６３：２３．９１� １２．０	
２２ ハードウォン 牡６鹿 ６０ 小坂 忠士津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４８８＋ ２３：３３．１大差 ２９．９

６６ � カシノハクリュウ 牡５芦 ６０ 黒岩 悠柏木 務氏 梅内 忍 様似 中村 俊紀 ５４０－１２３：４０．１大差 １１９．３�
３３ ディアプリンシパル 牡７青 ６０ 北沢 伸也寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９２＋ ２ （競走中止） ２．７�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，１７１，１００円 複勝： １７，２１２，１００円 枠連： ７，７６４，７００円

馬連： ２４，２６３，８００円 馬単： ２０，０９６，１００円 ワイド： １１，６９６，０００円

３連複： ３７，８４６，４００円 ３連単： ７５，６５４，７００円 計： ２０５，７０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２２０円 枠 連（１－７） ７９０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ６６０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� １４，８２０円

票 数

単勝票数 計 １１１７１１ 的中 � ２５４１７（２番人気）
複勝票数 計 １７２１２１ 的中 � ３６４８８（２番人気）� ２１９１０（３番人気）� １８５４２（５番人気）
枠連票数 計 ７７６４７ 的中 （１－７） ７３０８（３番人気）
馬連票数 計 ２４２６３８ 的中 �� １６００５（５番人気）
馬単票数 計 ２００９６１ 的中 �� ６２２３（７番人気）
ワイド票数 計 １１６９６０ 的中 �� ６２２５（５番人気）�� ４３１８（７番人気）�� ３８６０（９番人気）
３連複票数 計 ３７８４６４ 的中 ��� ８４８６（１２番人気）
３連単票数 計 ７５６５４７ 的中 ��� ３７６９（４７番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５２．２－３F ３９．１
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
３，１（１０，４）（８，５）－９－７＝２＝６
４，８（１，５）（１０，７）－９＝２＝６

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

勝馬の
紹 介

エイユーブラッサム 
�
父 マヤノトップガン 

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．１２．２０ 阪神５着

２００７．３．１３生 牡５鹿 母 ジェイドロダンサー 母母 ユーコンベイビー 障害：４戦１勝 賞金 １２，８００，０００円
〔競走中止〕 ディアプリンシパル号は，８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 カシノハクリュウ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 カシノハクリュウ号は，平成２４年４月１７日まで出走できない。



０６０７７ ３月１７日 曇 稍重 （２４阪神１）第７日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：５７．８
１：５６．１

良

良

７１２ サンライズトゥルー 牡３鹿 ５６ 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４４２－１０２：０６．５ ６．８�

８１４ タニノシュヴァリエ 牡３青 ５６ 川田 将雅谷水 雄三氏 岡田 稲男 新ひだか カントリー牧場 ４９０＋ ２２：０６．８１� ３．８�
５９ ユウキソルジャー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎ちきり組合 服部 利之 新ひだか 高橋フアーム ４３８＋１６２：０７．２２� ６．６�
６１０ シゲルササグリ 牡３黒鹿５６ N．ピンナ 森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４８８－ ４２：０７．３クビ ７．９�

（伊）

２３ スマートラファエル 牡３黒鹿５６ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５８－１４２：０７．４� １１．１�
４７ プロフェッサー 牡３鹿 ５６ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 ４５２－ ２２：０７．６１� ５．９�
５８ アンジェロフォーグ 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥北所 直人氏 目野 哲也 新ひだか ニシケンフアーム ４５８－ ２ 〃 ハナ ３８．３�
４６ 	 アンエイディッド 牝３青鹿５４ 小牧 太	大樹ファーム 浅見 秀一 英 Eurostrait

Ltd ４１８－ ８２：０７．８１� ４４．３

１１ セ ン グ レ ン 牡３青鹿５６ M．デムーロ 	サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５８－１８ 〃 ハナ ７．９�

（伊）

７１３ エーシンプロースト 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４４６－ ２２：０８．４３� １０．６
６１１ ニシノブンブンマル 牡３鹿 ５６ 川島 信二西山 茂行氏 宮本 博 新冠 川上牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ５２．７�
２２ クレバーペガサス 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４７２± ０２：０８．５� ２４８．６�
８１５ アイミーマイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４３８－ ４２：０８．６クビ １３７．９�
３４ マイネルアズーリ 牡３黒鹿５６ 野元 昭嘉 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 藤井 益美 ５０４－ ４２：０８．７� ２１９．８�
３５ タマモドレスアップ 牝３鹿 ５４ 渡辺 薫彦タマモ� 角田 晃一 新ひだか 前田牧場 ４１８－１８２：０８．９１� １５５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，９１８，３００円 複勝： ２８，４４５，３００円 枠連： １１，８６４，６００円

馬連： ３８，８１２，３００円 馬単： ２６，０１５，２００円 ワイド： １８，５９９，２００円

３連複： ５５，４６２，３００円 ３連単： ８４，８１４，８００円 計： ２７８，９３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（７－８） ７２０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ９３０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ３，７００円 ３ 連 単 ��� ２０，５９０円

票 数

単勝票数 計 １４９１８３ 的中 � １７５３７（４番人気）
複勝票数 計 ２８４４５３ 的中 � ３５４４５（４番人気）� ５０６２１（２番人気）� ２３９３９（５番人気）
枠連票数 計 １１８６４６ 的中 （７－８） １２３０７（１番人気）
馬連票数 計 ３８８１２３ 的中 �� ２２２６５（２番人気）
馬単票数 計 ２６０１５２ 的中 �� ６２６１（５番人気）
ワイド票数 計 １８５９９２ 的中 �� ７９２６（３番人気）�� ４８４６（１５番人気）�� ６１７９（６番人気）
３連複票数 計 ５５４６２３ 的中 ��� １１０９２（６番人気）
３連単票数 計 ８４８１４８ 的中 ��� ３０４１（３４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１３．４―１３．６―１３．３―１２．９―１２．８―１１．８―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．４―３７．８―５１．４―１：０４．７―１：１７．６―１：３０．４―１：４２．２―１：５４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．１
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンライズトゥルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１１．１１．１２ 京都３着

２００９．３．１１生 牡３鹿 母 ステファーナ 母母 ダイナコマネチ ４戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０７８ ３月１７日 曇 重 （２４阪神１）第７日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ６，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９００，０００円 ６００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

１１ スペルヴィア 牡３黒鹿５６ 川田 将雅佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２８ ―１：５４．４ ２．５�

６１２ スマートマーズ 牡３栗 ５６ 浜中 俊大川 徹氏 大久保龍志 浦河 大島牧場 ４５８ ―１：５４．６１� １２．５�
４７ ビューティサン 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎長谷川光司氏 野村 彰彦 新ひだか 鳥井牧場 ４６０ ―１：５５．６６ ４２．０�
３６ ミッキーマーチ 牡３栗 ５６ N．ピンナ 野田みづき氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ５３０ ―１：５５．８１� ８．７�

（伊）

７１３ ショウナンカイマ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 中原牧場 ５３８ ―１：５６．２２� ２．８�
２４ オリオンザボス 牡３青鹿５６ 高田 潤平本 敏夫氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 ４７０ ―１：５６．５１� ４３．８�
８１６ クリノビックリ 牡３栗 ５６ 難波 剛健栗本 博晴氏 高橋 義忠 新冠 石田牧場 ４１８ ―１：５６．６� ３０４．２�
８１５ チキリリキオー 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥ちきり組合 梅田 康雄 新ひだか 高橋フアーム ４６４ ―１：５６．７クビ １０４．７	
３５ ワンダーコロアール 牡３黒鹿５６ 石橋 守山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム ４５８ ― 〃 クビ ２７．２

６１１ サクラメガチャンプ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４９４ ― 〃 ハナ １０．７�
２３ アークペガサス 牡３鹿 ５６ 北村 友一ヤナガワ牧場 宮本 博 日高 ヤナガワ牧場 ５００ ―１：５６．８� ２８．８�
５１０ ウインアズーリ 牡３栗 ５６ 幸 英明�ウイン 北出 成人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９０ ―１：５６．９クビ ８０．７�
７１４ トリックスター 牡３黒鹿５６ 川島 信二岡田 牧雄氏 宮 徹 様似 澤井 義一 ４７２ ―１：５７．１１� １４２．９�
５９ コイスルオトメ 牝３栗 ５４ 野元 昭嘉トール＆ワイド 藤沢 則雄 浦河 冨岡 博一 ４６２ ―１：５８．１６ １３５．６�
１２ ダノンクレア 牝３栗 ５４ 武 幸四郎�ダノックス 藤原 英昭 新ひだか 橋本牧場 ４４６ ―１：５８．３� ６２．０�
４８ オーノシシャモ 牡３青鹿５６ 長谷川浩大大野 満氏 松永 昌博 新ひだか 中村 和夫 ４９２ ―１：５９．５７ ３４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２８９，０００円 複勝： ２６，０６５，１００円 枠連： １２，３８６，６００円

馬連： ３５，８５９，４００円 馬単： ２７，１１１，９００円 ワイド： １６，７６２，０００円

３連複： ４６，３１８，０００円 ３連単： ７９，６２６，５００円 計： ２６１，４１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � ８３０円 枠 連（１－６） ７６０円

馬 連 �� １，８３０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，６９０円 �� ４，２６０円

３ 連 複 ��� １４，７１０円 ３ 連 単 ��� ５３，３３０円

票 数

単勝票数 計 １７２８９０ 的中 � ５５７６２（１番人気）
複勝票数 計 ２６０６５１ 的中 � ７１２８１（２番人気）� ２３４１１（３番人気）� ５８５５（９番人気）
枠連票数 計 １２３８６６ 的中 （１－６） １２０３５（３番人気）
馬連票数 計 ３５８５９４ 的中 �� １４４８１（７番人気）
馬単票数 計 ２７１１１９ 的中 �� ９１０５（５番人気）
ワイド票数 計 １６７６２０ 的中 �� ６３４５（６番人気）�� ２４０５（１８番人気）�� ９３０（３７番人気）
３連複票数 計 ４６３１８０ 的中 ��� ２３２５（４５番人気）
３連単票数 計 ７９６２６５ 的中 ��� １１０２（１３９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１３．６―１２．９―１３．１―１３．２―１２．５―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３７．９―５０．８―１：０３．９―１：１７．１―１：２９．６―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．３
１
３
１３，１２（１，７，１５，８，１６）４－１４（３，１１）１０（９，６）（２，５）
１３（１２，８）（１，７，１６）（１４，６）（４，１５）－５（９，１１）（１０，２）３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペルヴィア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．２．２０生 牡３黒鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース １戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アドマイヤクリス号・キクタロウ号・キーブランド号・サムシング号・テーオージュエル号・バブルエコノミー号・

ロードヴェッケン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０７９ ３月１７日 曇 稍重 （２４阪神１）第７日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分 （芝・右）

５００万円以下；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

１：１９．９
１：１９．０

良

良

６１１ キリシマトリオ 牡３黒鹿５６ 幸 英明西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新冠 赤石 久夫 ４７８＋ ６１：２３．４ １１．６�

２３ ケイアイユニコーン 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田牧場 ４７０－ ２１：２３．７１� ８．４�
５９ アースソニック 牡３鹿 ５６ M．デムーロ前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ２．４�

（伊）

５１０ マイネルアダマス 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B３９２－ ４１：２４．５５ ７１．２�

３５ アロマティコ 牝３栗 ５４ N．ピンナ �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６１：２４．９２� ９．０�
（伊）

１１ � ミリオンヴォルツ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅林 正道氏 高野 友和 米 WinStar
Farm LLC ４７０－ ８１：２５．０クビ １４．９	

８１５ ハギノコメント 牡３鹿 ５６ 小牧 太日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２± ０１：２５．１� ６．３

１２ タガノグーフォ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 ４７８± ０ 〃 アタマ ５．８�
７１４ ラインロバート 牡３青鹿５６ 四位 洋文大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４４６－ ８１：２５．３１	 ４２．７�
６１２ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４６６－ ４１：２５．５１ ４１．３
７１３ マ デ イ ラ 牡３栗 ５６ 川島 信二 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 クビ ４６．０�
４８ タガノルミナーレ 牝３黒鹿５４ 北村 友一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４８０－ ４１：２５．６� ７０．３�
３６ レアプラチナ 牝３鹿 ５４ 小坂 忠士松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４４２± ０１：２６．０２� ５２８．３�
８１６ ジャストザブレイン 牡３鹿 ５６ 飯田 祐史ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５６－ ２ 〃 クビ ８５．９�
２４ スズカジョンブル 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 ４３６± ０１：２６．３１� ６７．１�
４７ 
 ス パ イ ア 牡３鹿 ５６ 野元 昭嘉庄野 昭彦氏 柴田 光陽 新ひだか 橋本牧場 ５１６－ ４１：２７．２５ ４０１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１１５，１００円 複勝： ３９，９７４，３００円 枠連： １２，７０６，７００円

馬連： ４９，９８８，６００円 馬単： ３２，７１７，５００円 ワイド： ２２，３１７，３００円

３連複： ７０，１９８，２００円 ３連単： １１２，７８１，３００円 計： ３６１，７９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ２３０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（２－６） ３，４００円

馬 連 �� ４，４５０円 馬 単 �� ９，５２０円

ワ イ ド �� １，０６０円 �� ４８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� ２９，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２１１１５１ 的中 � １４４５５（６番人気）
複勝票数 計 ３９９７４３ 的中 � ３８２２０（５番人気）� ３８２６５（４番人気）� １１４０６１（１番人気）
枠連票数 計 １２７０６７ 的中 （２－６） ２７５９（１５番人気）
馬連票数 計 ４９９８８６ 的中 �� ８３０６（１７番人気）
馬単票数 計 ３２７１７５ 的中 �� ２５３７（３４番人気）
ワイド票数 計 ２２３１７３ 的中 �� ４７６６（１４番人気）�� １１８１６（５番人気）�� １６２３７（１番人気）
３連複票数 計 ７０１９８２ 的中 ��� １８０２１（１０番人気）
３連単票数 計１１２７８１３ 的中 ��� ２８３３（７４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．５―１１．６―１１．８―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３５．４―４７．０―５８．８―１：１０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．４
３ １１（１２，９）－（１，２，８）１６（３，６）（１０，１５）（４，１４）（５，１３）－７ ４ １１（１２，９）（１，２）８（３，１６）（６，１５）４，１０（５，１４）１３＝７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キリシマトリオ �
�
父 ウインラディウス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．９．４ 小倉１着

２００９．４．６生 牡３黒鹿 母 ミレニアムクイーン 母母 ミヤマバイオレット ７戦２勝 賞金 １８，６２８，０００円
〔発走状況〕 ジャストザブレイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジャストザブレイン号は，平成２４年３月１８日から平成２４年４月１６日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０８０ ３月１７日 曇 重 （２４阪神１）第７日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分（番組第１２競走を順序変更） （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４７．８

重

重

５５ キンショーダンデー 牡５栗 ５７ 幸 英明礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８４－ ４１：５１．６ ２．７�

６６ アサクサショパン 牡４黒鹿５７ 北村 友一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９０－ ４ 〃 クビ ２．８�
４４ メイショウシャイン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 ４７６＋ ２１：５１．８１ １０．４�
１１ シルクマッドネス �５黒鹿５７ 小坂 忠士有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４７０－ ２１：５２．１２ ３３．９�
８８ テイエムエビスオー 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 鹿戸 明 浦河 馬道 繁樹 ４８２＋ ２１：５２．２クビ ６．２�
２２ クレセントシチー 牡４栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 有限会社 大
作ステーブル ４５０＋ ２ 〃 クビ １３１．４�

８９ サンライズドバイ 牡４芦 ５７ 福永 祐一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４７８－ ２１：５２．３クビ ６．０	

３３ マルターズグロウヴ 牡４黒鹿５７ 川島 信二藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４９２－１０１：５２．７２� ７５．７

７７ サダムトウコン 牡５黒鹿５７ 浜中 俊大西 定氏 川村 禎彦 浦河 桑田フアーム ４７０－ ４ 〃 ハナ ２０．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： １７，３７４，８００円 複勝： ２６，０４７，１００円 枠連： １０，０４８，３００円

馬連： ３６，１６９，６００円 馬単： ２９，０４７，９００円 ワイド： １６，７３８，２００円

３連複： ４６，９９８，２００円 ３連単： １２１，０７２，９００円 計： ３０３，４９７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（５－６） ３５０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ２８０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ７５０円 ３ 連 単 ��� ２，６８０円

票 数

単勝票数 計 １７３７４８ 的中 � ５１６１８（１番人気）
複勝票数 計 ２６０４７１ 的中 � ７６３２３（１番人気）� ６３３６３（２番人気）� ３２２８９（４番人気）
枠連票数 計 １００４８３ 的中 （５－６） ２１３６１（１番人気）
馬連票数 計 ３６１６９６ 的中 �� ８２１０２（１番人気）
馬単票数 計 ２９０４７９ 的中 �� ３２３１８（２番人気）
ワイド票数 計 １６７３８２ 的中 �� ３３５５２（１番人気）�� １３５４３（４番人気）�� ７８４１（７番人気）
３連複票数 計 ４６９９８２ 的中 ��� ４６４７６（３番人気）
３連単票数 計１２１０７２９ 的中 ��� ３３３６４（５番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１２．４―１２．２―１２．４―１２．９―１２．６―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．７―３６．１―４８．３―１：００．７―１：１３．６―１：２６．２―１：３８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．０
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

キンショーダンデー �

父 サウスヴィグラス �


母父 Lear Fan デビュー ２００９．６．２８ 阪神２着

２００７．４．２生 牡５栗 母 ミ エ レ 母母 Five High Gold ２５戦３勝 賞金 ４４，９４０，０００円



０６０８１ ３月１７日 曇 稍重 （２４阪神１）第７日 第９競走 ��
��２，４００�

あ わ じ

淡 路 特 別
発走１４時２５分 （芝・右・外）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 １９６，０００円 ５６，０００円 ２８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．２
２：２２．１

良

良

２２ カリスマミッキー 牡４栗 ５６ M．デムーロ三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４８２＋ ６２：３１．５ ２４．１�
（伊）

３３ スペースアーク 牡５鹿 ５７ 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８６－１６２：３１．６� ６．６�
５５ タマモグランプリ �５鹿 ５７ 浜中 俊タマモ� 川村 禎彦 新冠 村田牧場 ４１８－ ２２：３１．７クビ ８．９�
４４ ホッコーガンバ 牡４鹿 ５６ 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 梅田牧場 ４９２－ ４ 〃 クビ ３．２�
６６ ミッキーマスカット 牡４鹿 ５６ 小牧 太野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ５３２＋ ４２：３１．８クビ １５．６�
１１ カネトシパサージュ 牡５黒鹿５７ N．ピンナ 兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４７８± ０２：３２．４３	 ３．３�

（伊）

８８ 
 ローレルクラシック 牡５栗 ５７ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８２－ ４ 〃 アタマ ４．０	
７７ ファビラスボーイ 牡７芦 ５７ 北村 友一中村 昭博氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５２８－ ４２：３６．７大差 ６０．３


（８頭）

売 得 金

単勝： ２５，８１０，８００円 複勝： ３６，１６３，９００円 枠連： 発売なし

馬連： ６７，１０８，２００円 馬単： ４３，３０５，６００円 ワイド： ２２，５３１，６００円

３連複： ７４，８２４，３００円 ３連単： １９０，９２１，４００円 計： ４６０，６６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４１０円 複 勝 � ６６０円 � ２４０円 � ２７０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ６，９００円 馬 単 �� １５，８５０円

ワ イ ド �� １，７３０円 �� １，８４０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １２，５８０円 ３ 連 単 ��� １１４，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２５８１０８ 的中 � ８４６７（７番人気）
複勝票数 計 ３６１６３９ 的中 � １２３４３（７番人気）� ４５３１７（４番人気）� ３７９６０（５番人気）
馬連票数 計 ６７１０８２ 的中 �� ７１７８（１９番人気）
馬単票数 計 ４３３０５６ 的中 �� ２０１７（４１番人気）
ワイド票数 計 ２２５３１６ 的中 �� ３１４７（１９番人気）�� ２９４６（２０番人気）�� ８４４９（１０番人気）
３連複票数 計 ７４８２４３ 的中 ��� ４３９０（３３番人気）
３連単票数 計１９０９２１４ 的中 ��� １２３５（２２２番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．６―１２．４―１２．６―１３．８―１４．２―１２．３―１２．４―１２．３―１２．１―１１．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．２―２４．８―３７．２―４９．８―１：０３．６―１：１７．８―１：３０．１―１：４２．５―１：５４．８―２：０６．９―２：１８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
１
３

・（４，７）＝２－３（１，５）８，６
４，７，２－３，５（１，８）－６

２
４
７－４＝２－３（１，５）８，６
４，７（２，５）８（３，１）－６

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カリスマミッキー �
�
父 カリズマティック �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１０．９．１１ 阪神７着

２００８．４．２６生 牡４栗 母 ジュピターガール 母母 ダイナシヨール ２４戦３勝 賞金 ４３，２８０，０００円
〔制裁〕 タマモグランプリ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファビラスボーイ号は，平成２４年４月１７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０８２ ３月１７日 曇 重 （２４阪神１）第７日 第１０競走 ��
��１，２００�なにわステークス

発走１５時００分 （ダート・右）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

６１１� シゲルソウサイ 牡４鹿 ５７ 幸 英明森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-
vestments ５０２＋ ８１：１０．８ ２．９�

４８ � キングオブヘイロー 牡６鹿 ５７ M．デムーロ鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 B４７８－ ４ 〃 クビ ３３．４�
（伊）

７１３ スノードラゴン 牡４芦 ５７ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５０６± ０１：１０．９クビ １７．３�
７１４ ヒシコモンズ 牡６栗 ５７ 小牧 太阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８４－ ２１：１１．１１ ２９．０�
８１６ トーホウプリンセス 牝５栗 ５５ 福永 祐一東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４８２－ ２１：１１．２	 ２．８�
５１０� パーフェクトケン 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二藤田 在子氏 萱野 浩二 米 Edward P.

Evans ５００± ０ 〃 アタマ ２２４．５�
３６ インプレスウィナー 牡５青 ５７ 長谷川浩大西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５８＋ ６ 〃 クビ ５４．９	
２３ メトロノース 牡６芦 ５７ 川田 将雅 
キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：１１．４１
 ２９．７�
６１２� エーシンリードオー 牝６黒鹿５５ 浜中 俊�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４８２－ ２ 〃 クビ ２７．２�
５９ ヤマノサファイア 牡４栗 ５７ 四位 洋文澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４５２± ０ 〃 アタマ １６．５
１２ � コパノカチーノ 牡６栗 ５７ N．ピンナ 小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５３２－ ２１：１１．５クビ １５．７�

（伊）

４７ カホマックス 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－１２１：１１．６� ５１．３�

２４ アキノモーグル 牡４栗 ５７ 北村 友一穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５１６± ０１：１１．７	 ９．９�
１１ シルクデイブレイク 牡５鹿 ５７ 川島 信二有限会社シルク加用 正 新冠 �渡 信義 ４９８± ０１：１１．９１
 １２．０�
３５ スピードアタック 牡７青鹿５７ 高田 潤齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５０６－ ４１：１２．３２	 ３６６．２�
８１５ トップオブパンチ 牡６鹿 ５７ 小坂 忠士横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０８± ０ 〃 アタマ １２２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，３３９，４００円 複勝： ６２，２２７，４００円 枠連： ３０，１０６，７００円

馬連： １２６，９４５，７００円 馬単： ６６，１９９，６００円 ワイド： ４４，１３５，０００円

３連複： １４１，５１０，５００円 ３連単： ２４７，３１０，２００円 計： ７５６，７７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １７０円 � ７００円 � ３８０円 枠 連（４－６） ２，７４０円

馬 連 �� ５，４００円 馬 単 �� ８，１４０円

ワ イ ド �� １，９００円 �� ８００円 �� ４，３００円

３ 連 複 ��� １９，５５０円 ３ 連 単 ��� ８８，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３８３３９４ 的中 � １０６２４２（２番人気）
複勝票数 計 ６２２２７４ 的中 � １２５４３９（２番人気）� １８９２３（１０番人気）� ３９３１７（６番人気）
枠連票数 計 ３０１０６７ 的中 （４－６） ８１１４（１３番人気）
馬連票数 計１２６９４５７ 的中 �� １７３７２（２１番人気）
馬単票数 計 ６６１９９６ 的中 �� ６００４（２９番人気）
ワイド票数 計 ４４１３５０ 的中 �� ５６６８（２３番人気）�� １４２９０（３番人気）�� ２４４１（５１番人気）
３連複票数 計１４１５１０５ 的中 ��� ５３４３（６９番人気）
３連単票数 計２４７３１０２ 的中 ��� ２０６９（２７６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１１．７―１１．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．７―４６．４―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．１
３ ７，８（２，１６）（３，１１）４，１３－（６，１４）（１０，１２）（５，１５）１－９ ４ ・（７，８）１６（２，３，１１）（４，１３）（６，１４）（１０，１２）（１，１５）５，９

勝馬の
紹 介

�シゲルソウサイ �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Marquetry デビュー ２０１０．１０．２４ 京都１着

２００８．４．２生 牡４鹿 母 Princes Melissa 母母 Eggs Binnedict １０戦４勝 賞金 ５９，７１１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 インプレスウィナー号の騎手長谷川浩大は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 カフェマーシャル号・シゲルカサギヤマ号・トシギャングスター号・ファンドリカップ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



０６０８３ ３月１７日 曇 稍重 （２４阪神１）第７日 第１１競走 ��２，０００�
わ か ば

若葉ステークス
発走１５時３５分 （芝・右）（皐月賞トライアル）

３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

６１１ ワールドエース 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４４６－ ８２：０４．４ １．３�

５１０ メイショウカドマツ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１６－ ４２：０４．７２ １０．１�
７１３ ミルドリーム 牡３青鹿５６ M．デムーロ平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４２２－ ２２：０４．９１� １０．９�

（伊）

１２ アドマイヤレイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２４－ ４２：０５．０クビ １１．８�
６１２ アルキメデス 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６２－ ２２：０５．４２� ３４．１�
２４ ローゼンケーニッヒ 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４３２－２８ 〃 ハナ ２１．６�
７１４ ククイナッツレイ 牡３黒鹿５６ N．ピンナ 金子真人ホール

ディングス	 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４２４－ ４２：０６．０３� ４６．９

（伊）

４７ ディアデラバンデラ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６０－ ８２：０６．２１� ６２．４�
３６ ショウナンタケル 牡３栗 ５６ 幸 英明国本 哲秀氏 北出 成人 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ２ 〃 クビ ４３．１�
８１５ グ ラ ー ネ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �キャロットファーム 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４６０± ０２：０６．３� ６１．３
３５ ドリームトレイン 牡３黒鹿５６ 北村 友一前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４８０－ ６２：０６．４� １２７．５�
１１ ケイワイツヨシ 牡３黒鹿５６ 川島 信二横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５４４－ ８２：０６．６１ １７０．４�
８１６ グランプリブラッド 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４４８± ０２：０７．３４ １０７．３�
５９ オ ソ レ イ ユ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５０２± ０２：０７．６１� ８３．９�
２３ ラフィングインメイ 牡３黒鹿５６ 浜中 俊 �社台レースホース武 宏平 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２± ０２：０８．４５ ４２．３�
４８ メイショウブシドウ 牡３青鹿５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４４４－ ６２：０８．５� ３０３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９１，６０４，２００円 複勝： ２４７，８１８，２００円 枠連： ５３，０７３，０００円

馬連： ２４３，５６８，３００円 馬単： １７６，８４９，９００円 ワイド： ９０，７２２，０００円

３連複： ３１５，０１８，２００円 ３連単： ７６２，８１８，８００円 計： １，９８１，４７２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（５－６） ６３０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ２３０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ４，０６０円

票 数

単勝票数 計 ９１６０４２ 的中 � ５６１７２５（１番人気）
複勝票数 計２４７８１８２ 的中 � １７６６７２４（１番人気）� １１５３１６（４番人気）� １４７６０１（３番人気）
枠連票数 計 ５３０７３０ 的中 （５－６） ６２６７３（３番人気）
馬連票数 計２４３５６８３ 的中 �� ２７５４０２（３番人気）
馬単票数 計１７６８４９９ 的中 �� １５４９６４（３番人気）
ワイド票数 計 ９０７２２０ 的中 �� ７９３４５（３番人気）�� １１０５１６（１番人気）�� ２１０９８（１２番人気）
３連複票数 計３１５０１８２ 的中 ��� １６０２２３（２番人気）
３連単票数 計７６２８１８８ 的中 ��� １３８９７２（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１３．１―１２．７―１２．８―１２．７―１２．３―１１．９―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．４―３７．５―５０．２―１：０３．０―１：１５．７―１：２８．０―１：３９．９―１：５１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．４
１
３
１０，１６（２，６）９（１，５，１５）（８，１３）７（１４，１１）３，１２，４
１０，１６（２，６）９－１（５，１５）（３，７，１３）（８，１１）（１４，１２）４

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

勝馬の
紹 介

ワールドエース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神１着

２００９．２．２２生 牡３鹿 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht ４戦３勝 賞金 ７１，４８５，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりワールドエース号・メイショウカドマツ号は，皐月賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

０６０８４ ３月１７日 曇 重 （２４阪神１）第７日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分（番組第８競走を順序変更） （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．７
１：０８．７

重

重

２３ ナムラドリーミー 牝４鹿 ５５ 福永 祐一奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 ４８６＋１４１：１１．９ ５．８�

３６ カンファーネオ 牡５鹿 ５７ 川田 将雅楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４８２－ ２ 〃 クビ ５．５�
５９ � シゲルハンベイ 牡５栗 ５７ 武 幸四郎森中 蕃氏 梅内 忍 新ひだか 及川 ミツ子 ４９２－ ６ 〃 アタマ ８６．９�
７１４ ワンダーエレメント 牝４鹿 ５５ 北村 友一山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 ４６２－１２１：１２．０クビ ３３．２�
８１６� メイショウホロベツ 牡４鹿 ５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４５８－ ２１：１２．２１� ２５１．４�
２４ エリモミヤビ 牝４栗 ５５ N．ピンナ 山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４５８－ ４ 〃 ハナ １７．９�

（伊）

４８ ロ ン ド 牝４青鹿 ５５
５２ ▲藤懸 貴志水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４５２－ ６１：１２．４１� ２．８�

３５ マウシャーレ 牡４栗 ５７ 渡辺 薫彦浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 ４５０± ０１：１２．５クビ １８．６	
４７ フェブムービング 牡５鹿 ５７ 野元 昭嘉釘田 義広氏 川村 禎彦 新ひだか 森 政巳 ４８４－ ４１：１２．６	 １７．１

１１ ランダムトーク 牝５鹿 ５５ 浜中 俊吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B４５０－ ６１：１２．７クビ １０．１�
１２ カシノピストン 牡５芦 ５７ 秋山真一郎柏木 務氏 鈴木 孝志 熊本 竹原 孝昭 ４７２± ０１：１２．８	 ５３．８�
５１０ パイクスピーク 牝４鹿 ５５ 幸 英明 社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５００－ ８１：１３．２２
 １０．２�
６１２ コ ス モ レ ニ 牝５黒鹿５５ 川島 信二 ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 石原牧場 B４５０－１６１：１３．３
 ８１．２�
６１１ シ ー マ ー ク 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介 社台レースホース高橋 文雅 千歳 社台ファーム B５３２－ ４１：１４．１５ ４６．５�
８１５�� ロマンスアンダルザ 牝５鹿 ５５ M．デムーロ田所 英子氏 笹田 和秀 愛 Ms Eiko

Tadokoro ４７０－ ４１：１４．４２ １６．４�
（伊）

７１３ シゲルチョウカン 牝４鹿 ５５ 小牧 太森中 蕃氏 大橋 勇樹 浦河 尾野 一義 ４６４＋ ４１：１４．９３ ６７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，５８８，５００円 複勝： ３９，９６２，８００円 枠連： ２９，３０５，０００円

馬連： ９５，６５１，４００円 馬単： ５６，０７１，２００円 ワイド： ３４，８７２，３００円

３連複： １２４，４１５，０００円 ３連単： ２２９，２２８，１００円 計： ６３７，０９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２２０円 � ２１０円 � ８３０円 枠 連（２－３） ９９０円

馬 連 �� １，８８０円 馬 単 �� ３，８８０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ５，９５０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� ３４，０００円 ３ 連 単 ��� １３６，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２７５８８５ 的中 � ３８１０９（３番人気）
複勝票数 計 ３９９６２８ 的中 � ５１８０７（３番人気）� ５９０７４（２番人気）� １００５２（１１番人気）
枠連票数 計 ２９３０５０ 的中 （２－３） ２１８４９（３番人気）
馬連票数 計 ９５６５１４ 的中 �� ３７５８５（５番人気）
馬単票数 計 ５６０７１２ 的中 �� １０６７３（１２番人気）
ワイド票数 計 ３４８７２３ 的中 �� １２６６２（５番人気）�� １３９２（５８番人気）�� ２５１７（３８番人気）
３連複票数 計１２４４１５０ 的中 ��� ２７０１（１００番人気）
３連単票数 計２２９２２８１ 的中 ��� １２３６（４２８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．１―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．０―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ ・（７，８，１０）（３，１４）５（１，６）１２（４，１１）１６（９，１５）１３，２ ４ ７（８，１０）（３，１４）（１，５，６）（４，１２）（１６，１１）９，２（１３，１５）

勝馬の
紹 介

ナムラドリーミー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Desert King デビュー ２０１０．１０．２４ 京都２着

２００８．２．１８生 牝４鹿 母 ナムラトレジョリ 母母 ニュートラディション １３戦２勝 賞金 ２６，２１８，０００円
〔発走状況〕 シゲルチョウカン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※フェブムービング号・ランダムトーク号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２４阪神１）第７日 ３月１７日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １６５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９９，０４０，０００円
２，０８０，０００円
７，２６０，０００円
１，３４０，０００円
１６，８１０，０００円
５７，６１４，５００円
４，７７２，０００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
３０７，６７７，２００円
６２５，４５５，９００円
１９４，３０８，７００円
８１３，１０５，４００円
５４９，５６０，５００円
３２４，２６５，６００円
１，０４７，６３６，３００円
２，１４３，５８３，３００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，００５，５９２，９００円

総入場人員 １０，８３７名 （有料入場人員 １０，０９９名）


