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３２００１１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第１競走 ��１，１５０�サラブレッド系２歳
発走９時５０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

１：０９．３
１：０９．３

稍重

稍重

４６ � ジャガーバローズ 牡２鹿 ５５ 松山 弘平猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Dierdre T. Marsh
& David LaCroix ４７２＋ ４１：０８．５レコード ３．６�

７１１ マルトクスパート 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎高浦 正雄氏 梅田 康雄 平取 清水牧場 ４５６＋ ２１：０９．８８ １１．４�
７１２ ストップザジョーク 牡２芦 ５５ 吉田 隼人ポリッシュホースメイト和田 正道 新ひだか 大典牧場 ４５２± ０１：１０．７５ ２４．７�
８１３ セイユウスマイル 牝２鹿 ５４ 津村 明秀松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４８２＋ ４１：１０．９� １．６�
５８ グランデラポール 牡２黒鹿５５ 木幡 初広 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 絵笛牧場 ４７０＋ ２１：１１．３２� １１８．９�
４５ ベルウッドシーマ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ５１０＋ ８１：１１．６２ １４．６�

２２ パトロクロス 牡２栗 ５５ 柴山 雄一村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋ ８１：１１．８１ １７６．４	
８１４ トーホウノブナガ 牡２青鹿５５ 丸田 恭介東豊物産� 高橋 裕 日高 竹島 幸治 ４４０－ ６１：１２．０１� １４３．８

３４ シゲルミズガメザ 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 加藤 敬二 日高 サンバマウン
テンファーム ４８２± ０１：１２．１� １３８．６�

６１０ シゲルワシザ 牡２鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二森中 蕃氏 柴田 光陽 日高 千葉飯田牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ １７．１�

６９ カンタベリーリュウ 牡２鹿 ５５ 黛 弘人峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新冠 佐藤 信広 ４７８＋ ６１：１２．６３ ６１．９
１１ フリムカナイデ 牝２栗 ５４ 中舘 英二小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 ４５６＋ ４１：１２．７� ２６．１�
３３ メニーナドソル 牝２鹿 ５４

５１ ▲中井 裕二久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４１０＋１２１：１３．２３ １９２．４�
５７ マルヨコマキ 牡２栗 ５５ 田中 博康野村 春行氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内白井牧場 ４１４－１２ 〃 ハナ １１１．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，２０９，５００円 複勝： ４２，２１６，２００円 枠連： ８，５５５，８００円

馬連： ２３，８５４，８００円 馬単： ２１，９７８，１００円 ワイド： １２，６９６，５００円

３連複： ３７，５３５，５００円 ３連単： ６８，８３９，８００円 計： ２２９，８８６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � ２４０円 � ４９０円 � ９７０円 枠 連（４－７） ７９０円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ８５０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ５，１３０円 ３ 連 単 ��� １７，７１０円

票 数

単勝票数 計 １４２０９５ 的中 � ３１４１０（２番人気）
複勝票数 計 ４２２１６２ 的中 � ５５４９６（２番人気）� ２１７７８（３番人気）� １００８１（５番人気）
枠連票数 計 ８５５５８ 的中 （４－７） ８０８１（３番人気）
馬連票数 計 ２３８５４８ 的中 �� １２４５０（６番人気）
馬単票数 計 ２１９７８１ 的中 �� ７２１５（７番人気）
ワイド票数 計 １２６９６５ 的中 �� ５８９６（４番人気）�� ３６８２（９番人気）�� ２４２１（１３番人気）
３連複票数 計 ３７５３５５ 的中 ��� ５４０５（１４番人気）
３連単票数 計 ６８８３９８ 的中 ��� ２８６９（４７番人気）

ハロンタイム ９．４―１０．７―１１．３―１２．１―１２．０―１３．０

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．４―２０．１―３１．４―４３．５―５５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャガーバローズ �
�
父 Wildcat Heir �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１２．１０．２１ 京都３着

２０１０．４．１５生 牡２鹿 母 Aleyna’s Love 母母 Untamed Spirit ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 メニーナドソル号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔制裁〕 シゲルミズガメザ号の騎手藤懸貴志は，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。（５番への進路影響）
〔調教再審査〕 メニーナドソル号は，発走調教再審査。
〔その他〕 カンタベリーリュウ号・フリムカナイデ号・メニーナドソル号・マルヨコマキ号は，１着馬がレコードタイムであったため，

「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

３２００２１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第２競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

３５ クリノチョモランマ 牡２青鹿５５ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム ４８８－ ２１：０９．８ ５．１�

５９ シゲルホウオウザ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀森中 蕃氏 松永 昌博 日高 加藤牧場 ４５０－ ８１：１０．０１� ２．４�
２３ ワ ン パ ン チ 牡２芦 ５５

５３ △嶋田 純次 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ３９８＋ ２１：１０．１� １７．６�
１１ カシノワルツ 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B４２８－ ４１：１０．３１� ９．０�
５８ ゼンノビッグワン 牡２鹿 ５５ 中舘 英二大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ５４２＋１２１：１０．５１� ７．０�
６１０ エイプリルメロディ 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 ４５０＋ ２１：１０．６クビ ２６．７�
３４ コアレスドラゴン 牡２鹿 ５５ 松山 弘平小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ５．６	
２２ ク ー ル ナ ミ 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志川上 哲司氏 目野 哲也 日高 新井 昭二 ４０６± ０１：１０．９２ １０１．４

７１２ ツルツルトハシル 牝２鹿 ５４ 竹之下智昭國分 純氏 武市 康男 日高 ファニーフレンズファーム ４３２＋ ２１：１１．２１� ２３．５�
６１１ ヤマタケハーディ 牝２鹿 ５４

５１ ▲平野 優山中 和子氏 萱野 浩二 浦河トラストスリーファーム ４６２＋ ４１：１１．５１� １５０．４�
４７ アラマサアルデ 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４４２＋ ６１：１１．７１� ３３．５
８１５ エルキュール 牡２青 ５５

５２ ▲山崎 亮誠上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 幾千世牧場 ４３８－ ２ 〃 アタマ ２６２．２�
７１３ イイトコドリ 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４０８＋ ２ 〃 ハナ ２９６．８�
４６ オ ン ア イ ス 牝２栗 ５４

５１ ▲中井 裕二平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ４４０± ０ 〃 アタマ １１２．７�
８１４ ベ ニ ッ シ モ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生�Basic 田島 俊明 新冠 佐藤 信広 B４５０－ ４１：１３．３１０ ２８９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，１４５，９００円 複勝： ２２，９５０，４００円 枠連： ８，２９１，９００円

馬連： ２２，１１５，１００円 馬単： １７，２８９，５００円 ワイド： １１，７３８，１００円

３連複： ３２，４５６，４００円 ３連単： ５１，４４６，１００円 計： １７７，４３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ３２０円 枠 連（３－５） ２４０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ８６０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� ９，１００円

票 数

単勝票数 計 １１１４５９ 的中 � １７２５４（２番人気）
複勝票数 計 ２２９５０４ 的中 � ３９７７２（２番人気）� ８８４９２（１番人気）� １０９７７（６番人気）
枠連票数 計 ８２９１９ 的中 （３－５） ２６５４７（１番人気）
馬連票数 計 ２２１１５１ 的中 �� ２９５０１（１番人気）
馬単票数 計 １７２８９５ 的中 �� ９９３５（３番人気）
ワイド票数 計 １１７３８１ 的中 �� １５１３３（１番人気）�� ２９６１（１１番人気）�� ５８１１（５番人気）
３連複票数 計 ３２４５６４ 的中 ��� １４０７２（４番人気）
３連単票数 計 ５１４４６１ 的中 ��� ４１７４（１８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．１―１１．７―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．１―４５．８―５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．７
３ ・（１，４，５）７，１０，９（３，１２）（１１，８）１５，２－１４－（６，１３） ４ ・（１，４）（９，５）（１０，７）（３，１２）（１１，８）２，１５－（１４，６，１３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリノチョモランマ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 サクラダイオー デビュー ２０１２．６．９ 函館５着

２０１０．３．２２生 牡２青鹿 母 ミサスピード 母母 サクラソフテイー ５戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベニッシモ号は，平成２５年１月３日まで平地競走に出走できない。

第３回 福島競馬 第１日



３２００３１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第３競走 １，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時５０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�

本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，３５０，０００
１，３５０，０００

円
円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

７１３ サンマルリジイ 牝３黒鹿 ５３
５０ ▲中井 裕二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４９６± ０１：４８．２ ４．２�

４７ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５
５３ △嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４７２＋１４１：４８．４１� ６２．７�

２２ キョウエイヒドラ 牝４栗 ５５ 木幡 初広田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４９４－ ４１：４８．６� １０．６�
５９ ブルーメリディアン 牝３黒鹿５３ 津村 明秀 �ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 ４４８＋ ２ 〃 同着 ４．１�
４６ ウエスタンルーチェ 牝３黒鹿５３ 大野 拓弥西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４４２－ ２１：４８．８１� １２．３�
８１５ フ ジ チ ャ ン 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４７６－ ２１：４８．９� ３．３	
６１１ ラ ヴ ェ ン ナ 牝３黒鹿 ５３

５１ △西村 太一�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４７８± ０１：４９．１１� ２５．８

３５ � ホワイトジュエル 牝５芦 ５５ 二本柳 壮 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４５２＋ ２１：４９．２� ５９．０�
３４ マルデデルマ 牝４栗 ５５ 松山 弘平吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４４８＋ ２１：４９．３クビ １６．８�
８１４ オメガエンブレム 牝３青 ５３ 吉田 隼人原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５６＋１２１：４９．５１� ４６．６
５８ � クリノソーニャ 牝７鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 吉田 又治 ４６０＋ ４ 〃 クビ ２２５．７�
６１０ ユナイテッドウィル 牝５栗 ５５ 中舘 英二広尾レース� 今野 貞一 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５４＋ ８１：４９．９２� １７．０�
２３ � トップバゴチャン 牝５青鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４９８＋ ２１：５０．１１ ６２．８�
７１２ ニシノコハク 牝３栗 ５３ 古川 吉洋西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４７４± ０１：５１．１６ １６．７�
１１ � パリスブルー 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一 �ブルーマネジメント小野 次郎 新冠 川上牧場 ４５６－ ４１：５１．６３ ９４．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，２８３，３００円 複勝： １７，９０２，８００円 枠連： ８，７５５，７００円

馬連： ２２，０４６，８００円 馬単： １６，７８９，３００円 ワイド： １２，９７６，６００円

３連複： ３４，７０１，６００円 ３連単： ５４，１１４，８００円 計： １７８，５７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � ６９０円 �
�

２００円
１５０円 枠 連（４－７） ２，４２０円

馬 連 �� １３，６００円 馬 単 �� １９，１６０円

ワ イ ド �� ２，２７０円 ��
��

５４０円
３１０円

��
��

２，４６０円
２，２４０円

３ 連 複 ���
���

１４，５２０円
７，３１０円 ３ 連 単 ���

���
７３，６７０円
４８，０２０円

票 数

単勝票数 計 １１２８３３ 的中 � ２１２６８（３番人気）
複勝票数 計 １７９０２８ 的中 �

�
３３１６９
２８９１６

（２番人気）
（３番人気）

� ３２７６（１３番人気）� １６７０１（４番人気）

枠連票数 計 ８７５５７ 的中 （４－７） ２６７９（１３番人気）
馬連票数 計 ２２０４６８ 的中 �� １１９７（４０番人気）
馬単票数 計 １６７８９３ 的中 �� ６４７（６２番人気）
ワイド票数 計 １２９７６６ 的中 ��

��
７８３
７２１
（４５番人気）
（４６番人気）

��
��

３７３３
７９５
（７番人気）
（４４番人気）

�� ７５７２（３番人気）

３連複票数 計 ３４７０１６ 的中 ��� ８８０（７８番人気）��� １７５７（４６番人気）
３連単票数 計 ５４１１４８ 的中 ��� ２７１（４２２番人気） ��� ４１６（２９２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．５―１２．０―１２．７―１３．１―１２．９―１２．７―１２．５―１３．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．４―４３．１―５６．２―１：０９．１―１：２１．８―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．１
１
３
１５，８（６，７）１３－（２，１１）（３，１４，１２）５，１，９－４－１０・（１５，８，７，１３）９（６，２）１１（１４，１２）（１，５，１０）３，４

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

勝馬の
紹 介

サンマルリジイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．７．９ 京都５着

２００９．５．９生 牝３黒鹿 母 スコーピオンリジイ 母母 ルイボスジョオー １９戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔制裁〕 ブルーメリディアン号の騎手津村明秀は，決勝線手前での御法について戒告。

３２００４１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第４競走 ��１，１５０�サラブレッド系３歳以上
発走１１時２０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

７１３ テイエムシシオー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲中井 裕二竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 ４７０＋ ４１：０９．８ ３４．３�

４８ トウカイチャーム 牡４栗 ５７
５５ △嶋田 純次内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４７８＋ ８１：０９．９� ２．０�

３５ トップフライアー 牡３青鹿 ５６
５３ ▲横山 和生井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 ４８６± ０１：１０．０� ２７．６�

４７ トウショウハマー 牡３栗 ５６
５３ ▲藤懸 貴志トウショウ産業� 坪 憲章 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５７０－ ６ 〃 ハナ ７．３�

２４ アユミチャン 牝４芦 ５５ 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 ４５２± ０１：１０．２１� ２３．４�
３６ � エーシンブラスター 牡３黒鹿５６ 中舘 英二�栄進堂 大久保龍志 米 Machmer

Hall ４７４＋ ８１：１０．７３ １２．８�
６１１ スズカヘリオス 牡３栗 ５６ 鮫島 良太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 ４６２＋１２ 〃 クビ ７０．８	
８１６ トキノワイルド 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４７４－ ２１：１０．８クビ ４２．５

８１５ クラウンカイザー 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一矢野 悦三氏 大根田裕之 新冠 奥山 博 ４８８＋ ４１：１１．０１ １７．２�
７１４� マスターエクレール 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm ４９２＋１０ 〃 クビ ３．８
５１０� フィールドポップ 	５鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二地田 勝三氏 野村 彰彦 むかわ 上水牧場 ４７８－１０１：１１．１クビ １９１．９�
５９ キタサンハヤブサ 牡４芦 ５７ 田面木博公�大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 B５２８＋ ８１：１１．７３
 ２４．６�
１１ デステニーアロー 牝６黒鹿５５ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１６－ ４１：１１．８クビ ２７５．２�
１２ �� カゼノジュエリー 牝６栗 ５５ 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 米 Jean Hai-

malas ４５４－１０１：１２．２２
 ２８３．９�
６１２� カシノグリーディ 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４９６± ０１：１２．６２
 ３４６．２�
２３ キングスウィープ 牡６青鹿 ５７

５４ ▲原田 和真増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 B４７０＋ ２１：１３．３４ １３３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８０４，３００円 複勝： ２１，３６８，３００円 枠連： ９，５６９，４００円

馬連： ２２，１１５，３００円 馬単： １８，８５１，７００円 ワイド： １２，９３３，１００円

３連複： ３３，７４５，５００円 ３連単： ５４，６５４，８００円 計： １８８，０４２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４３０円 複 勝 � ５００円 � １４０円 � ５５０円 枠 連（４－７） ３１０円

馬 連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ９，９３０円

ワ イ ド �� １，１２０円 �� ４，２２０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� １８，６７０円 ３ 連 単 ��� １２２，６００円

票 数

単勝票数 計 １４８０４３ 的中 � ３４０５（９番人気）
複勝票数 計 ２１３６８３ 的中 � ８９０６（６番人気）� ５８８１６（１番人気）� ７９１７（９番人気）
枠連票数 計 ９５６９４ 的中 （４－７） ２３０４５（１番人気）
馬連票数 計 ２２１１５３ 的中 �� ４６６３（１４番人気）
馬単票数 計 １８８５１７ 的中 �� １４０２（３６番人気）
ワイド票数 計 １２９３３１ 的中 �� ２９１２（１２番人気）�� ７３０（４２番人気）�� ２７６１（１３番人気）
３連複票数 計 ３３７４５５ 的中 ��� １３３４（６０番人気）
３連単票数 計 ５４６５４８ 的中 ��� ３２９（３４５番人気）

ハロンタイム ９．５―１０．８―１１．２―１２．４―１２．５―１３．４

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．３―３１．５―４３．９―５６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３８．３
３ ５（７，９，１５）１４（３，１０，１６）（８，１３）－（１１，６）（１，４）－２＝１２ ４ ・（５，７）－（９，１５）（１６，８）（３，１０）１３（１，４，６）（１４，１１）２＝１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムシシオー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー ２０１１．１２．３ 中山１着

２００９．４．７生 牡３黒鹿 母 スズカブルーム 母母 イエローブルーム １１戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
※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 タツショウワ号
（非抽選馬） ２頭 スピアナート号・ツヴァイハンダー号



３２００５１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時５０分 （芝・右）

新馬；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

１：０８．６
１：０７．８

良

良

３６ ベ ラ ベ ラ 牡２栗 ５５ 松山 弘平中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン
テンファーム ４４４ ―１：１１．１ ５．９�

１１ エイコオムーン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４１４ ―１：１１．３１� ４．９�
６１１ アグランディール 牝２鹿 ５４

５２ △西村 太一 SKYホース組合 新開 幸一 浦河 佐々木 恵一 ４０６ ―１：１１．５１� ２３．６�
４７ ガッテンテン 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム ４４８ ―１：１１．６� ２１．０�
２３ ニキーヤダイヤ 牝２栗 ５４ 古川 吉洋池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ４６２ ―１：１１．７� ６．３�
１２ ガロファニーノ 牝２黒鹿５４ 宮崎 北斗�樽さゆり氏 松永 康利 浦河 斉藤英牧場 ４２０ ―１：１１．９１ ８４．３�
６１２ コンヘラシオン 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介岡田 壮史氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド ４６０ ― 〃 アタマ ２．５�
７１３ タッテハンジョウ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６４ ―１：１２．０� ６９．２	
５１０ スイートルンバ 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ４２０ ―１：１２．１� １２．５

３５ カシノフェアリー 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 ３９０ ― 〃 クビ ９４．０�
８１５ グ ー タ ッ チ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠島田 久氏 柴崎 勇 日高 浜本 幸雄 ４５４ ―１：１２．２� ７２．１�
２４ トップスピン 牡２鹿 ５５ 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４４６ ― 〃 クビ １２５．１
８１６ ペ イ ズ リ ー 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 日高 藤本 直弘 ４４０ ―１：１２．３� ６８．７�
７１４ フクノスーパーベガ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二福島 実氏 嶋田 功 えりも エクセルマネジメント ４１８ ―１：１２．６１� ２２．４�
５９ マスミラクルスノー 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人上田 忠男氏 岩戸 孝樹 新冠 越湖牧場 ４３４ ―１：１３．３４ ２９．３�
４８ ギルガードール 牡２鹿 ５５

５２ ▲原田 和真牧畠 清久氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４１８ ―１：１４．０４ １５９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，０２９，６００円 複勝： １６，８４４，３００円 枠連： ９，８２３，４００円

馬連： ２１，１６８，８００円 馬単： １８，１２７，５００円 ワイド： １１，１３４，１００円

３連複： ２８，８７６，２００円 ３連単： ４６，６０１，８００円 計： １６５，６０５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２８０円 � １９０円 � ４８０円 枠 連（１－３） １，５７０円

馬 連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� １，９８０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� １１，９００円 ３ 連 単 ��� ７０，３４０円

票 数

単勝票数 計 １３０２９６ 的中 � １７５７６（３番人気）
複勝票数 計 １６８４４３ 的中 � １６０５３（４番人気）� ２７３２７（２番人気）� ７９７７（６番人気）
枠連票数 計 ９８２３４ 的中 （１－３） ４６２９（７番人気）
馬連票数 計 ２１１６８８ 的中 �� ８４８９（６番人気）
馬単票数 計 １８１２７５ 的中 �� ３６０７（１２番人気）
ワイド票数 計 １１１３４１ 的中 �� ４２４０（７番人気）�� １３４６（２３番人気）�� １５６３（１６番人気）
３連複票数 計 ２８８７６２ 的中 ��� １７９２（３５番人気）
３連単票数 計 ４６６０１８ 的中 ��� ４８９（１９９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．６―１１．９―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．２―４７．１―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．９
３ ・（１，１２，１４）（７，１３）１１（２，６）－（５，３，１６）４，１０－１５，９＝８ ４ ・（１，１２）（７，１４）１３（１１，６）（２，１６）（５，３）－（１０，４）－１５－９－８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベ ラ ベ ラ �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 Wolfhound 初出走

２０１０．５．８生 牡２栗 母 ベ ラ ル ー パ 母母 Quay Line １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 スイートルンバ号の騎手杉原誠人は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（９番・８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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 フリーマインド号・メイショウホマレ号

３２００６１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第６競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

６１２ ロ ン ド 牝４青鹿 ５５
５３ △嶋田 純次水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 ４６４－ ６１：０８．３ ６．１�

２３ ケイツーノース 牝５栗 ５５ 黛 弘人楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ５０６＋ ２１：０８．６２ ３５．８�
１１ ディザイラブル 牝３黒鹿５４ 丸田 恭介�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１６－ ６ 〃 ハナ ３１．７�
４７ タガノルミナーレ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４７８± ０１：０８．７クビ １０．５�

７１４ ダノンエレガント 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４４＋ ８ 〃 ハナ ４．５�
１２ ブラックウィドー 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人吉澤 克己氏 小崎 憲 浦河トラストスリーファーム ４６８± ０ 〃 クビ ７８．０�
５９ � ニュアージゲラン 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 ４５２＋１４ 〃 ハナ １５．７	
６１１ シェルエメール 牝４黒鹿５５ 松山 弘平前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４－ ２１：０８．８クビ ２８．１

４８ カルトマリーヌ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３８＋ ２１：０８．９� １８３．６�
８１５ トランドネージュ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４７８＋ ８１：０９．０� ２．４
３６ ハッシュドトーン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４６４＋２２ 〃 クビ １８．１�
３５ ダンスインザマミー 牝３黒鹿５４ 田中 博康落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４１８＋ ４１：０９．１� １６４．８�
８１６ ミラクルムーン 牝３黒鹿５４ 津村 明秀阿部 紀子氏 清水 英克 浦河 大北牧場 ４３８± ０１：０９．４１� ４５．９�
２４ � ホワイトミーナ 牝５芦 ５５ 古川 吉洋阿部雅一郎氏 加藤 和宏 平取 高橋 啓 ４４８－１０ 〃 アタマ ５０．５�
７１３ エーシンエムディー 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ４７２＋１６１：１０．０３� ４３．７�
５１０ オウケンハナミズキ 牝３青 ５４ 中舘 英二福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 ４００＋ ４１：１０．４２� １６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８８８，０００円 複勝： ２２，６４４，７００円 枠連： ９，７１７，７００円

馬連： ２６，８２１，８００円 馬単： １７，５４２，３００円 ワイド： １４，９０７，６００円

３連複： ３８，０８８，７００円 ３連単： ５８，０５８，５００円 計： ２０２，６６９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２２０円 � ７００円 � ７３０円 枠 連（２－６） ４，０４０円

馬 連 �� ８，１２０円 馬 単 �� １４，６５０円

ワ イ ド �� ２，１００円 �� １，９７０円 �� ３，８２０円

３ 連 複 ��� ４１，９００円 ３ 連 単 ��� ２５５，０５０円

票 数

単勝票数 計 １４８８８０ 的中 � １９３５６（３番人気）
複勝票数 計 ２２６４４７ 的中 � ３３３９８（３番人気）� ７６７５（９番人気）� ７２５９（１０番人気）
枠連票数 計 ９７１７７ 的中 （２－６） １７７６（１６番人気）
馬連票数 計 ２６８２１８ 的中 �� ２４３８（３０番人気）
馬単票数 計 １７５４２３ 的中 �� ８８４（５２番人気）
ワイド票数 計 １４９０７６ 的中 �� １７６２（２６番人気）�� １８８１（２３番人気）�� ９５１（４３番人気）
３連複票数 計 ３８０８８７ 的中 ��� ６７１（１３０番人気）
３連単票数 計 ５８０５８５ 的中 ��� １６８（７４７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１０．８―１１．４―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３３．６―４５．０―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３４．７
３ １４，１５，１３，２（１，７，１０，１１）（３，１６）（８，１２）（５，９）６，４ ４ ・（１４，１５）１３（２，１１）７（１，１０，３）（８，１６，１２）５（６，９）４

勝馬の
紹 介

ロ ン ド �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．６ 京都２着

２００８．４．２５生 牝４青鹿 母 アメリカーナ 母母 アメリカズヒロイン １３戦２勝 賞金 ２２，６２０，０００円



３２００７１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第７競走 １，１５０�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０６．９
１：０６．９

良

良

８１６ テ ン ペ ス タ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５０４＋ ２１：０９．７ ７．６�

６１１ トーセントレジャー 牡４鹿 ５７ 津村 明秀島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４９４－ ４１：０９．８� ３．８�
２３ デリケートアーチ 牝３栃栗５４ 宮崎 北斗 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B４５６－ ６１：１０．０１� １２．１�
８１５ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６６－ ４１：１０．４２� １５．１�
３６ ノボジュピター 牡６栗 ５７ 松山 弘平�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４５８－ ２１：１０．５� ６．７	
５９ フ レ イ ヤ 牝６鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５２０± ０１：１０．７１� １６．７

２４ ジツリキフォーティ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 ４８６－ ２１：１０．８� ５．２�
１１ メイショウヘイハチ 牡４黒鹿５７ 田中 博康松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ５４６＋ ４１：１１．１１� １２８．０�
１２ ニシノカーリー 牝４鹿 ５５

５３ △嶋田 純次西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４２４－ ２１：１１．２� ４８．３
６１２ マッキンリー 牡４鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二林 進氏 柴田 光陽 浦河 浦河日成牧場 ５２６＋１２１：１１．３クビ ９．９�
４７ アルドワーズ 牡４芦 ５７ 中舘 英二 �キャロットファーム 村山 明 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ８ 〃 クビ ２０．４�
３５ ニシノショータイム 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４９２± ０１：１１．４クビ ２２．８�
４８ ベルモントフェスタ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５６０± ０１：１１．７２ ２３．３�
７１４� ウォーターメジャー 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 B４７６－ ２１：１２．４４ ９１．９�
５１０� コーリンヴァレロ 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 ５１４＋ ３１：１２．５� １０８．１�
７１３ コーラルビュー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 ４８６＋２２１：１２．７１� ３０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，６０２，３００円 複勝： ２２，８４４，１００円 枠連： １０，０４０，１００円

馬連： ２４，０３０，１００円 馬単： １８，５４５，５００円 ワイド： １４，４９８，３００円

３連複： ３７，９５１，２００円 ３連単： ５８，８５７，８００円 計： １９９，３６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２７０円 � １５０円 � ３６０円 枠 連（６－８） ７５０円

馬 連 �� １，４５０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� １，７５０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ５，８９０円 ３ 連 単 ��� ３５，６１０円

票 数

単勝票数 計 １２６０２３ 的中 � １３１３５（４番人気）
複勝票数 計 ２２８４４１ 的中 � １９６７６（４番人気）� ５５７００（１番人気）� １３６５１（７番人気）
枠連票数 計 １００４０１ 的中 （６－８） ９９６８（２番人気）
馬連票数 計 ２４０３０１ 的中 �� １２２６１（３番人気）
馬単票数 計 １８５４５５ 的中 �� ３６９２（７番人気）
ワイド票数 計 １４４９８３ 的中 �� ６４５３（３番人気）�� １９５９（２３番人気）�� ３３４４（９番人気）
３連複票数 計 ３７９５１２ 的中 ��� ４７６０（１１番人気）
３連単票数 計 ５８８５７８ 的中 ��� １２２０（６８番人気）

ハロンタイム ９．５―１１．２―１１．５―１２．２―１２．４―１２．９

通過タイム
１５０� ３５０� ５５０� ７５０� ９５０�
９．５―２０．７―３２．２―４４．４―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．５
３ ・（１０，１１）（１２，１３，１６）（８，１４，１５）（３，６）５（４，７，９）２，１ ４ ・（１０，１１，１６）１２（８，１５）３（５，１４，６）（４，７，９）（２，１３）１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テ ン ペ ス タ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２０１０．８．１５ 札幌３着

２００８．３．３生 牡４栗 母 クリノトキメキ 母母 アカデイーン １９戦３勝 賞金 ３２，５４０，０００円
〔制裁〕 マッキンリー号の騎手菱田裕二は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケツァール号

３２００８１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第８競走 ２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分 （芝・右）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．１

良

良

７９ プレミアムタイム 牡３栗 ５５
５２ ▲横山 和生 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B４８８－ ６１：５８．１ ５．８�

１１ ル ナ 牡３芦 ５５
５３ △西村 太一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４６６± ０ 〃 クビ ３．１�

８１２ ベ ル ニ ー ニ 牡３鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－１０１：５８．２� ４．３�
６７ モンテエクリプス 牡３鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４４０＋ ２１：５８．８３� ７．２�
２２ マイネエミリー 牝３鹿 ５３

５０ ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム ４０８－１０２：００．２９ ８．３�

４４ � ヴェルデライト 牝４鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４６２－１０２：００．３� １０．３	

５５ ハシルヨミテテ 牡５鹿 ５７ 黛 弘人田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ５３２＋ ２ 〃 クビ ３０．７


３３ セイルアゲン 牝４鹿 ５５
５２ ▲原田 和真浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４５８－ ７２：００．４� １１７．０�

６８ アラタマユニバース 牡３青鹿 ５５
５２ ▲菅原 隆一荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４５６－ ２２：００．７１� １０１．１�

５６ パリソワール 牡３栗 ５５
５２ ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４２６－ ６２：００．８� １３．７

８１１ カフェディーン 牡３鹿 ５５ 伊藤 工真西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２± ０２：０１．１２ ２３．０�
７１０ ブリリアントピース 牝３鹿 ５３

５０ ▲平野 優山田 弘氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３０＋ ４２：０１．５２� １２７．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，６３１，２００円 複勝： １９，７１５，９００円 枠連： ８，００７，２００円

馬連： ２４，３３７，０００円 馬単： １６，１３９，１００円 ワイド： １１，５１２，８００円

３連複： ３０，２９７，８００円 ３連単： ５３，５８７，３００円 計： １７５，２２８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（１－７） １，１２０円

馬 連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ４６０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ８，３００円

票 数

単勝票数 計 １１６３１２ 的中 � １６０７２（３番人気）
複勝票数 計 １９７１５９ 的中 � ２４６８９（３番人気）� ４５０５９（１番人気）� ３８４４０（２番人気）
枠連票数 計 ８００７２ 的中 （１－７） ５２８３（５番人気）
馬連票数 計 ２４３３７０ 的中 �� １８７８２（２番人気）
馬単票数 計 １６１３９１ 的中 �� ４６３９（８番人気）
ワイド票数 計 １１５１２８ 的中 �� ６０８７（４番人気）�� ５９６０（５番人気）�� ９９９６（１番人気）
３連複票数 計 ３０２９７８ 的中 ��� １５６８９（２番人気）
３連単票数 計 ５３５８７３ 的中 ��� ４７６５（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．１―１２．４―１２．２―１２．２―１１．６―１１．８―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．２―２３．０―３４．１―４６．５―５８．７―１：１０．９―１：２２．５―１：３４．３―１：４５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．６
１
３
１－（９，１０）（８，６，１１）１２－（４，７）－（２，３）５
１（９，１０，６，１１）（１２，７，５）（８，３）４，２

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

勝馬の
紹 介

プレミアムタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nijinsky デビュー ２０１１．７．２３ 新潟１１着

２００９．４．２８生 牡３栗 母 タイムトゥダンス 母母 Moment to Buy １１戦２勝 賞金 １９，０５０，０００円



３２００９１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第９競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４７ ロードガルーダ 牡３青 ５６ 松山 弘平 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ５０２－１４１：０８．６ ２．１�

１１ ゾ ク ゾ ク �３鹿 ５６ 大野 拓弥中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中村 和夫 B４５０＋ ８１：０８．８１� １５．９�
７１３ ヤマニンボンプアン 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 ４８６＋１８ 〃 クビ ６２．０�
３５ ノボリドリーム 牡３鹿 ５６ 中舘 英二原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 ４３２－ ８１：０８．９クビ １２．８�
３６ アーベントロート 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４３２＋１４１：０９．１１� ４．９�
２４ アグネスアンジュ 牝４栗 ５５

５２ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ １１７．６	
５１０ ヨ ア ケ 牡４黒鹿５７ 的場 勇人 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 ４９２＋ ８１：０９．２� ９．３

２３ トウケイオリオン 牝３栗 ５４

５１ ▲藤懸 貴志木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４５２－ ５１：０９．４１� ８７．２�

１２ エーシンブルバード 牝３栗 ５４ 丸田 恭介�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ ９．１�
７１４ マ シ ラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８＋ ２１：０９．５� ３０．１

５９ ナガレボシイチバン 牡５鹿 ５７ 津村 明秀尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 小倉 光博 ４７０＋１４１：０９．６クビ ９８．５�
８１５ カリスマテーラー 牝６栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B４７８－ ２ 〃 クビ ７２．７�
６１２� ワンダーストーリリ 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４１４－ ８１：０９．７� １６４．２�
６１１ ラヴアンドサンクス 牝５黒鹿５５ 古川 吉洋�アカデミー 千田 輝彦 新冠 清水 克則 ４４６－１４１：０９．８クビ １７．４�
８１６ シーキングザスター 牝３鹿 ５４

５２ △西村 太一青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 中本 隆志 B４４４－ ２１：０９．９� ９９．７�
４８ テイエムコウノトリ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４５４＋ ２１：１０．１１ １８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，００２，７００円 複勝： ２６，４５５，２００円 枠連： １２，４０１，１００円

馬連： ３０，７８９，４００円 馬単： ２６，２５３，８００円 ワイド： １７，１１７，５００円

３連複： ４７，０３０，７００円 ３連単： ８９，８５７，５００円 計： ２６６，９０７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ３２０円 � １，０６０円 枠 連（１－４） ６４０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ２，６３０円 �� ９，１７０円

３ 連 複 ��� ３０，９１０円 ３ 連 単 ��� ９１，４７０円

票 数

単勝票数 計 １７００２７ 的中 � ６４３７２（１番人気）
複勝票数 計 ２６４５５２ 的中 � ８９５００（１番人気）� １７４２５（５番人気）� ４３０２（１１番人気）
枠連票数 計 １２４０１１ 的中 （１－４） １４５０３（２番人気）
馬連票数 計 ３０７８９４ 的中 �� １４４３２（６番人気）
馬単票数 計 ２６２５３８ 的中 �� ８１９８（７番人気）
ワイド票数 計 １７１１７５ 的中 �� ７２８７（４番人気）�� １５５９（３０番人気）�� ４３８（６５番人気）
３連複票数 計 ４７０３０７ 的中 ��� １１２３（８４番人気）
３連単票数 計 ８９８５７５ 的中 ��� ７２５（２９３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１０．８―１１．７―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．４―４５．１―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．２
３ １３（８，１０）１６，１（６，９，１５）（５，１１，１４）（４，１２）３（２，７） ４ １３（１，８，１０）（６，９，１６）（５，１５）（４，１１，１４）（１２，７）（３，２）

勝馬の
紹 介

ロードガルーダ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１２．６．１６ 阪神２着

２００９．３．１３生 牡３青 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー ４戦２勝 賞金 １４，９００，０００円
※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。
（非当選馬） １頭 クラウンフィデリオ号

３２０１０１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第１０競走 １，７００�
お の が わ こ

小 野 川 湖 特 別
発走１４時５０分 （ダート・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４３．３
１：４１．７

良

不良

４４ クリームソーダ 牡４青鹿５７ 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１２＋ ８１：４７．５ １．６�

７７ ヤマチョウフェア 牡４黒鹿５７ 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４８０＋ ２ 〃 クビ ９．１�
８８ シルクラングレー 牡３栗 ５５ 竹之下智昭有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム ４９０－ ２１：４７．７１� ３．５�
６６ メイショウヤギュウ 牡３栗 ５５ 菱田 裕二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４６８＋ ６ 〃 アタマ ６６．０�
８９ セトノハリケーン 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５１４－ ４１：４７．９１� ２１．６�
２２ ステップアヘッド 牡３鹿 ５５ 西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ５２６＋ ６１：４８．４３ ３３．８�
５５ ドリームリーグ 牡３栗 ５５ 大野 拓弥セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ５０４± ０１：４８．９３ ６５．６	
３３ � ベストフェット 牡７鹿 ５７ 黛 弘人松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１８＋ ８１：４９．０� ７０．５

１１ トップストライド 牡４鹿 ５７ 中舘 英二�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 B４８６－ ８１：５０．１７ ９．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２１，８６２，９００円 複勝： ５６，３５８，３００円 枠連： １０，６６８，２００円

馬連： ４０，７１９，２００円 馬単： ３８，３８１，９００円 ワイド： １７，３６０，４００円

３連複： ５０，１４０，６００円 ３連単： １４９，０２２，０００円 計： ３８４，５１３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（４－７） ６００円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ４２０円 ３ 連 単 ��� １，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２１８６２９ 的中 � １１１５７０（１番人気）
複勝票数 計 ５６３５８３ 的中 � ３５９７０７（１番人気）� ３５７１１（３番人気）� ８９２９３（２番人気）
枠連票数 計 １０６６８２ 的中 （４－７） １３３４２（２番人気）
馬連票数 計 ４０７１９２ 的中 �� ５０６８７（２番人気）
馬単票数 計 ３８３８１９ 的中 �� ３４６０６（３番人気）
ワイド票数 計 １７３６０４ 的中 �� １４０００（２番人気）�� ４９３６７（１番人気）�� １０７２５（４番人気）
３連複票数 計 ５０１４０６ 的中 ��� ８９５７２（１番人気）
３連単票数 計１４９０２２０ 的中 ��� ６１５９５（３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．３―１２．６―１２．７―１２．３―１２．５―１２．９―１３．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．４―３０．７―４３．３―５６．０―１：０８．３―１：２０．８―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３９．２
１
３
４，１（６，５）７（２，８）３，９・（４，１，５，７）６，８（２，３，９）

２
４

・（４，１）（６，５）７（２，８）３，９・（４，７）６（５，８）（１，２，９）３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリームソーダ 
�
父 Unbridled’s Song 

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２０１１．５．２８ 東京２着

２００８．２．８生 牡４青鹿 母 バイザスポーツ 母母 Final Accord ９戦３勝 賞金 ３９，１３７，０００円



３２０１１１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第１１競走 ��２，６００�
ば ん だ い さ ん

磐 梯 山 特 別
発走１５時２５分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下，２３．１１．５以降２４．１０．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３７．４
２：３７．４

良

良

１１ サクセスパシュート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 ４７８＋ ４２：３７．３レコード ３．５�

５９ ナンデヤネン 牡５青 ５６ 大野 拓弥杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４７４－１０２：３７．６１� ５．５�
１２ キンセイポラリス 牡６鹿 ５４ 柴山 雄一山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 ４１０＋ ２２：３７．８１� ２０．５�
３６ シンボリローレンス �７黒鹿５３ 宮崎 北斗シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４８８－ ４２：３８．０１� １３７．４�
７１３ トーセンペトリュス 牡６栗 ５５ 的場 勇人島川 �哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５０２－ ４２：３８．３１� ７．７�
８１５ ニシキホマレ 牡５鹿 ５４ 嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５０６－１０ 〃 アタマ １２．７�
６１１ オマワリサン 牡４鹿 ５７ 松山 弘平小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５１６± ０２：３８．４� ４．４	
６１２ ウインディーリング 牝５青鹿５１ 横山 和生細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４６８＋ ４ 〃 ハナ ４９．１

７１４ シルクドルフィン 牡６鹿 ５４ 古川 吉洋有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５２６＋２０２：３９．３５ ２６．４�
３５ ケンブリッジシーザ 牡５鹿 ５２ 上村 洋行中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５０６＋ ２２：３９．９３� ３９．５�
２４ ジェイケイラン 牝６黒鹿５０ 伊藤 工真小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４８８－２４２：４０．０� ２０．５
２３ � ケージーカチボシ 牡６鹿 ５２ 中井 裕二栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５５４＋１８２：４０．２１ １０４．１�
４８ ダンシングムーン �５鹿 ５４ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド ４４４－１０ 〃 アタマ １０．０�
８１６� ミウラリチャード 牡８鹿 ５０ 平野 優佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２８－１０２：４０．８３� ２６８．６�
５１０ ローンウルフ �７栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６６± ０ 〃 クビ ４３．６�
４７ ヒカリトリトン 牡４鹿 ５４ 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４９２± ０２：４０．９� ３７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９１９，８００円 複勝： ４１，２７２，９００円 枠連： ２５，９３８，６００円

馬連： １００，１７５，７００円 馬単： ５７，４５３，３００円 ワイド： ３７，０６６，５００円

３連複： １４４，７７０，９００円 ３連単： ２４９，８８７，２００円 計： ６８０，４８４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ３９０円 枠 連（１－５） ８１０円

馬 連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ９００円 �� １，５８０円

３ 連 複 ��� ４，１９０円 ３ 連 単 ��� １６，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２３９１９８ 的中 � ５５２１９（１番人気）
複勝票数 計 ４１２７２９ 的中 � １００６２２（１番人気）� ６４２１２（２番人気）� １９９７２（６番人気）
枠連票数 計 ２５９３８６ 的中 （１－５） ２３７８５（２番人気）
馬連票数 計１００１７５７ 的中 �� ７０２６２（２番人気）
馬単票数 計 ５７４５３３ 的中 �� ２３７９８（２番人気）
ワイド票数 計 ３７０６６５ 的中 �� ２２６０１（２番人気）�� １０００７（７番人気）�� ５４３８（１８番人気）
３連複票数 計１４４７７０９ 的中 ��� ２５５０７（１０番人気）
３連単票数 計２４９８８７２ 的中 ��� １１４９０（２７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１１．８―１１．４―１１．９―１１．８―１２．８―１２．８―１２．５―１２．４―１２．２―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．９―２４．１―３５．９―４７．３―５９．２―１：１１．０―１：２３．８―１：３６．６―１：４９．１―２：０１．５―２：１３．７―２：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４８．２―３F３５．８
１
�
７，１１（１，１５）（６，９，１０）１２，１３－（５，３）＝８，２－１６，４－１４・（７，１１）（１，１５）（９，１０，１３）６，１２（３，２）（５，８）１４，４，１６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サクセスパシュート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１１．３．１９ 阪神８着

２００８．４．１７生 牡４鹿 母 リアフォーモサ 母母 Sex Appeal １２戦４勝 賞金 ５４，８７３，０００円
※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 ローレルクラシック号
（非抽選馬） １頭 タッチドヘヴンリー号

３２０１２１１月３日 晴 良 （２４福島３）第１日 第１２競走 ��１，８００�
に ほ ん ま つ

二 本 松 特 別
発走１６時００分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．３
１：４４．１

良

良

７７ ドラゴンライズ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７４± ０１：４７．６ ４．０�

４４ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ５０６－ ６１：４７．７� ９．１�
２２ アップルジャック 牡４黒鹿５７ 木幡 初広藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５２２－１０ 〃 ハナ ８．５�
７８ ローレルソラン 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 �渡 信義 ４５２± ０ 〃 アタマ ４．２�
８１０ サ ト ノ オ ー 牡４芦 ５７ 柴山 雄一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５２－１０ 〃 ハナ ４．３�
５５ マイネルゴラッソ 牡４栗 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－ ６１：４７．８クビ ４．８	
６６ � ロックフェアレディ 牝４黒鹿５５ 松山 弘平 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４４０－１０１：４８．１２ ７５．６

１１ ルタンデスリーズ 牝３鹿 ５３ 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 ４８２＋ ２ 〃 アタマ ４４．５�
３３ グレートヴァリュー 牡４黒鹿５７ 中舘 英二小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 ４５４－１２１：４８．２クビ ３５．５�
８９ ヒ ー ラ 牝３鹿 ５３ 杉原 誠人平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 ４１８－ ６１：４８．３� ２４．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２１，０７９，３００円 複勝： ３１，９１０，６００円 枠連： １６，２９８，９００円

馬連： ４９，７６９，６００円 馬単： ３４，２１５，１００円 ワイド： ２０，８８４，２００円

３連複： ６３，９５８，０００円 ３連単： １４２，４２８，５００円 計： ３８０，５４４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（４－７） １，０００円

馬 連 �� １，７００円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ４５０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 ��� １６，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２１０７９３ 的中 � ４１６３６（１番人気）
複勝票数 計 ３１９１０６ 的中 � ６９５８５（１番人気）� ３２６２３（６番人気）� ３６５９３（５番人気）
枠連票数 計 １６２９８９ 的中 （４－７） １２１１１（６番人気）
馬連票数 計 ４９７６９６ 的中 �� ２１６３３（８番人気）
馬単票数 計 ３４２１５１ 的中 �� ８２４４（１５番人気）
ワイド票数 計 ２０８８４２ 的中 �� ９８８４（７番人気）�� １１８８０（４番人気）�� ６５６５（１３番人気）
３連複票数 計 ６３９５８０ 的中 ��� １４５７１（１４番人気）
３連単票数 計１４２４２８５ 的中 ��� ６４２２（６２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．７―１２．３―１２．６―１２．５―１１．８―１１．８―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．４―３５．７―４８．３―１：００．８―１：１２．６―１：２４．４―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．０
１
３
１，５－９，４，７（２，１０）（６，８）－３
１，５（４，９，７）１０（６，２）８－３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドラゴンライズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．１５ 新潟４着

２００８．４．９生 牡４鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール １７戦２勝 賞金 ３１，２２７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２４福島３）第１日 １１月３日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

１６６，２２０，０００円
２，０８０，０００円
４，５３０，０００円
１，５６０，０００円
１５，２２０，０００円
５６，１３０，０００円
４，４４６，０００円
１，６４１，６００円

勝馬投票券売得金
１８７，４５８，８００円
３４２，４８３，７００円
１３８，０６８，０００円
４０７，９４３，６００円
３０１，５６７，１００円
１９４，８２５，７００円
５７９，５５３，１００円
１，０７７，３５６，１００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 ３，２２９，２５６，１００円

総入場人員 ８，９６０名 （有料入場人員 ７，１１９名）


