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01013 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

47 グリームエース 牡3鹿 56
55 ☆亀田 温心柳内 光子氏 久保田貴士 新ひだか 片岡 博 472－ 61：55．6 256．0�

12 リリーマイウェー 牡3栗 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 賀張中川牧場 484＋ 21：55．7� 35．8�
612 サワヤカコーズサン 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 470＋ 81：56．01� 4．3�
713 タイスケフェイス 牡3鹿 56 太宰 啓介 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 474－ 21：56．32 6．3�
59 ワイドアウェイク 牝3栗 54 �島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 492＋ 61：56．4� 74．9�
23 サンライズヴェリテ 牡3芦 56 加藤 祥太松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 B444＋ 21：56．5� 12．7	
815 コンテナジュニア 牡3黒鹿56 松山 弘平住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 534＋ 41：56．61 3．5

11 メイショウストーム �3鹿 56 小崎 綾也松本 好�氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 470＋ 41：57．23� 2．7�
36 ファインディーヴァ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 472－ 41：57．83� 74．0
816 クレスコロッキー 牡3鹿 56 和田 竜二堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 木村牧場 518－ 6 〃 ハナ 76．0�
48 フレンドジェイ 牡3栗 56 丸田 恭介横尾 晴人氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム 458－ 41：58．0� 166．7�
611 プリンスカノン 牡3黒鹿56 西村 淳也中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 474－ 4 〃 クビ 226．5�
24 オーシャンフロント 牡3鹿 56 藤井勘一郎吉田 安惠氏 安田 翔伍 安平 追分ファーム 476＋141：58．63� 129．0�
714 グリンブルスティ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474－ 21：59．23� 25．6�

510 コ タ 牡3青鹿56 中井 裕二小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B468＋ 41：59．62� 93．3�
35 サクラトップキセキ 牝3黒鹿54 酒井 学�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 B450－ 42：01．4大差 176．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，224，300円 複勝： 90，052，500円 枠連： 12，924，500円
馬連： 69，391，000円 馬単： 34，750，200円 ワイド： 67，333，300円
3連複： 114，912，400円 3連単： 129，607，300円 計： 563，195，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 25，600円 複 勝 � 6，530円 � 1，110円 � 220円 枠 連（1－4） 7，390円

馬 連 �� 283，040円 馬 単 �� 635，670円

ワ イ ド �� 62，130円 �� 13，480円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 393，530円 3 連 単 ��� 4，945，540円

票 数

単勝票数 計 442243 的中 � 1382（16番人気）
複勝票数 計 900525 的中 � 3049（16番人気）� 19076（7番人気）� 139843（2番人気）
枠連票数 計 129245 的中 （1－4） 1354（18番人気）
馬連票数 計 693910 的中 �� 190（99番人気）
馬単票数 計 347502 的中 �� 41（193番人気）
ワイド票数 計 673333 的中 �� 276（109番人気）�� 1277（63番人気）�� 8784（18番人気）
3連複票数 計1149124 的中 ��� 219（274番人気）
3連単票数 計1296073 的中 ��� 19（2005番人気）

ハロンタイム 13．2―11．1―13．5―13．1―12．6―12．9―13．1―13．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．3―37．8―50．9―1：03．5―1：16．4―1：29．5―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．2
1
3
6（12，15）（2，3，10）（14，16）1（4，8）13，5，9，11－7
6，12（2，15）16（3，10，8，13）14（9，1，7）5（4，11）

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

グリームエース �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2020．10．4 中山5着

2018．3．5生 牡3鹿 母 ベガグレシヤス 母母 ハヤテグレシャス 4戦1勝 賞金 5，800，000円
〔制裁〕 グリンブルスティ号の調教師宮本博は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラトップキセキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月9日まで平地競

走に出走できない。
※コタ号・プリンスカノン号・フレンドジェイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01014 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

816 ジョディーズマロン 牡3栗 56
55 ☆亀田 温心 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 61：26．6 5．9�

59 ウ ラ エ ウ ス 牡3青 56 和田 竜二吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 472－ 41：26．81� 3．2�
47 コ ン セ プ ト 牡3青鹿 56

55 ☆団野 大成石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B466＋ 81：27．12 11．7�
612 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介幅田 京子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 442± 01：27．63 6．7�
714 インテグラルシチー 牡3栗 56 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 浦河 中村 雅明 512＋ 2 〃 クビ 6．4�
23 ケ イ セ ブ ン 牡3鹿 56 藤井勘一郎武田 敏也氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 430＋ 61：27．7クビ 125．2	
11 コマノルヴァン 牝3栗 54 西村 淳也長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 448－ 81：28．23 85．0

815 ファッシネイター 牝3黒鹿54 松若 風馬杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 440－ 41：28．3� 91．4�
48 ナムラゴロー 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新奈村 睦弘氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 476＋ 41：28．4� 65．4�
36 ギ レ ル モ 牡3鹿 56 岩田 望来吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498＋141：28．6� 41．6
611 ヤマニンバルトロ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 484＋101：28．81 84．4�
12 ペプチドハオー 牡3栗 56

55 ☆富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 486＋ 81：29．01� 5．4�
713 パーティーモード 牡3栗 56 坂井 瑠星竹下 浩一氏 安田 翔伍 新ひだか 上野 正恵 468＋141：30．27 10．2�
510 タマモイットウセイ 牡3青 56 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 482＋ 81：31．05 61．0�
24 ロードフォールズ 牡3栗 56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 長谷川浩大 新ひだか 谷藤 弘美 466± 0 〃 ハナ 135．6�
35 サンブエナパーク 牡3青鹿56 長岡 禎仁 �加藤ステーブル 田所 秀孝 浦河 北俣ファーム 432－201：31．42� 359．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，000，500円 複勝： 57，683，100円 枠連： 10，398，900円
馬連： 61，971，800円 馬単： 25，447，200円 ワイド： 55，690，100円
3連複： 97，243，900円 3連単： 94，579，700円 計： 447，015，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 140円 � 260円 枠 連（5－8） 890円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 440円 �� 840円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 13，400円

票 数

単勝票数 計 440005 的中 � 58756（3番人気）
複勝票数 計 576831 的中 � 73869（4番人気）� 128830（1番人気）� 47558（6番人気）
枠連票数 計 103989 的中 （5－8） 8961（3番人気）
馬連票数 計 619718 的中 �� 46474（3番人気）
馬単票数 計 254472 的中 �� 8733（6番人気）
ワイド票数 計 556901 的中 �� 34410（3番人気）�� 16316（11番人気）�� 20974（9番人気）
3連複票数 計 972439 的中 ��� 26720（8番人気）
3連単票数 計 945797 的中 ��� 5115（34番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．7―13．2―13．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．9―47．6―1：00．8―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F39．0
3 10，15，9（2，3）（7，13）（4，6，16）12（11，14）1，8－5 4 ・（10，15）9（2，3）（4，6，7，16）（11，12，13，14）1，8－5

勝馬の
紹 介

ジョディーズマロン �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 サムライハート デビュー 2020．6．27 函館2着

2018．2．21生 牡3栗 母 ジョディーズロマン 母母 ジョディーディア 5戦1勝 賞金 9，200，000円
〔騎手変更〕 ウラエウス号の騎手武豊は，病気のため和田竜二に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモイットウセイ号・ロードフォールズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

2月9日まで平地競走に出走できない。
サンブエナパーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月9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 ファイヤービート号

第１回 中京競馬 第２日



01015 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第3競走 1，900�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：55．9
1：53．7

重
不良

23 ダンツトレノ 牡3青鹿 56
53 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 浦河 市川フアーム 464－ 62：02．0 29．0�

35 メイショウフンジン 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 504－ 62：02．42� 12．1�
48 シーニッククルーズ 牡3芦 56 池添 謙一 �キャロットファーム 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 500＋102：03．03� 8．3�
815 クリノドラゴン 牡3栗 56 国分 恭介栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 日高 宝寄山 拓樹 478± 02：03．21� 7．8�
713 トーアエレクトロン 牡3鹿 56 城戸 義政高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 B464－ 62：04．15 22．0	
714 メイショウマントル 牡3鹿 56 田中 健松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 510± 02：04．2� 30．0

36 ヴァンヤール 牡3栗 56 加藤 祥太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 庄野 靖志 日高 槇本牧場 524－ 6 〃 クビ 6．2�
12 シグネチャーセル 牡3鹿 56 和田 竜二前田 葉子氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 498＋ 62：04．62� 2．4�
612 リオンドール 牡3黒鹿56 松若 風馬 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 532－ 42：04．7� 55．4
816 ヤマニンジャベリン 牡3黒鹿56 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 526－ 82：04．8クビ 15．4�
59 ラストストーリー 牡3鹿 56 古川 吉洋新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 412± 02：05．22� 304．5�
510 ヴィアッジョ 牡3栗 56 吉田 隼人是枝 浩平氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 482＋ 22：05．83� 94．3�
47 タマモナセバナル 牡3栗 56 国分 優作タマモ� 大橋 勇樹 新ひだか 泊 寿幸 460± 02：05．9� 83．3�
11 アウリガテソーロ 牡3青鹿56 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 500－102：06．75 9．0�
611 ワンダーピュルテ 牝3栗 54 幸 英明山本 能成氏 河内 洋 新ひだか 米田牧場 500－ 22：07．97 85．8�
24 パ ワ ー ボ ム 牡3栗 56

55 ☆団野 大成横田 恵子氏 加藤士津八 日高 奥山 博 B518－102：08．43 106．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，737，600円 複勝： 62，341，700円 枠連： 14，932，800円
馬連： 61，476，700円 馬単： 26，155，300円 ワイド： 59，215，100円
3連複： 96，970，100円 3連単： 101，280，800円 計： 459，110，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，900円 複 勝 � 780円 � 330円 � 260円 枠 連（2－3） 4，790円

馬 連 �� 19，750円 馬 単 �� 41，910円

ワ イ ド �� 5，350円 �� 4，200円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 45，360円 3 連 単 ��� 388，510円

票 数

単勝票数 計 367376 的中 � 10108（9番人気）
複勝票数 計 623417 的中 � 18444（9番人気）� 50693（5番人気）� 69192（4番人気）
枠連票数 計 149328 的中 （2－3） 2414（14番人気）
馬連票数 計 614767 的中 �� 2412（45番人気）
馬単票数 計 261553 的中 �� 468（94番人気）
ワイド票数 計 592151 的中 �� 2823（46番人気）�� 3608（39番人気）�� 8707（19番人気）
3連複票数 計 969701 的中 ��� 1603（114番人気）
3連単票数 計1012808 的中 ��� 189（807番人気）

ハロンタイム 7．4―11．1―11．7―13．5―13．3―12．6―12．7―13．2―13．2―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．5―30．2―43．7―57．0―1：09．6―1：22．3―1：35．5―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．7
1
3
3，8（1，5）2，13，9（6，11，16）－（7，15）（4，10，14）＝12・（3，8）5，13，1（2，15）（9，16）（6，7）－14－11（10，12）4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツトレノ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．11．15 阪神10着

2018．4．23生 牡3青鹿 母 マダムウルル 母母 マダムチェロキー 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔騎手変更〕 シーニッククルーズ号の騎手武豊は，病気のため池添謙一に変更。
〔制裁〕 メイショウフンジン号の騎手酒井学は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダーピュルテ号・パワーボム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月

9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。
（非当選馬） 1頭 プリンスカノン号

01016 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第4競走 1，200�3歳新馬
発走11時40分 （ダート・左）

牝；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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

47 バリコノユメ 牝3栗 54 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 460 ―1：13．8 12．1�
34 エールソヴール 牝3黒鹿54 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 ハナ 55．7�
46 メイショウカイト 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 450 ―1：14．54 6．1�
22 スズカロマンス 牝3栗 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 474 ― 〃 クビ 1．7�
23 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 442 ― 〃 クビ 21．4�
59 メイショウヨサレ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 388 ― 〃 ハナ 52．6�
11 メイショウスコヤカ 牝3黒鹿54 加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 460 ―1：14．6� 23．1	
815 ロ メ ー ロ 牝3栗 54 和田 竜二阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 462 ―1：14．7クビ 19．2

814 エアモンナンジュ 牝3栗 54 岩田 望来 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 502 ―1：14．91� 11．8�
712 スマートエルサ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 静内山田牧場 452 ―1：15．32� 12．9
611 ナムラコマチ 牝3鹿 54 国分 恭介奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 新ひだか 八田ファーム 428 ―1：15．51 47．6�
35 ラブリーマカロン 牝3芦 54 幸 英明�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 492 ―1：15．6� 52．9�
713 カシマユウミヒメ 牝3鹿 54 古川 吉洋鹿島 敏裕氏 南井 克巳 日高 若林 順一 454 ―1：16．13 16．4�
610 テイエムアザヤカ 牝3鹿 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 三好牧場 400 ―1：17．48 251．0�

（14頭）
58 デ シ レ ー 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心椎名 節氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，723，800円 複勝： 62，128，100円 枠連： 17，452，500円
馬連： 55，170，900円 馬単： 32，865，100円 ワイド： 58，529，100円
3連複： 87，791，500円 3連単： 109，086，600円 計： 467，747，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 340円 � 1，400円 � 260円 枠 連（3－4） 4，980円

馬 連 �� 16，280円 馬 単 �� 31，960円

ワ イ ド �� 4，730円 �� 1，290円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 44，300円 3 連 単 ��� 342，370円

票 数

単勝票数 差引計 447238（返還計 90） 的中 � 29497（4番人気）
複勝票数 差引計 621281（返還計 157） 的中 � 48934（5番人気）� 9912（13番人気）� 70862（2番人気）
枠連票数 差引計 174525（返還計 6 ） 的中 （3－4） 2712（13番人気）
馬連票数 差引計 551709（返還計 417） 的中 �� 2626（44番人気）
馬単票数 差引計 328651（返還計 220） 的中 �� 771（74番人気）
ワイド票数 差引計 585291（返還計 438） 的中 �� 3146（51番人気）�� 12065（10番人気）�� 3407（45番人気）
3連複票数 差引計 877915（返還計 1863） 的中 ��� 1486（126番人気）
3連単票数 差引計1090866（返還計 2033） 的中 ��� 231（774番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．3―12．6―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．9―36．2―48．8―1：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．6
3 1（15，7）11（2，6）14（4，12）（9，10）3，5＝13 4 1（15，7）（2，6，11）4（9，12，14）（3，10）5＝13

勝馬の
紹 介

バリコノユメ �
�
父 ウインバリアシオン �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2018．4．18生 牝3栗 母 サルサファンタジア 母母 サルサクイーン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 デシレー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。



01017 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

23 ノースザワールド 牡3青鹿56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 472＋ 62：01．2 2．1�
611 サトノマジェスタ 牡3青鹿56 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 488± 02：01．3� 17．8�
47 フォルテデイマルミ 牡3黒鹿56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 488＋102：01．4� 6．3�
713 ヴ ァ ン ヌ 牡3鹿 56 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 500－ 82：01．71� 10．4�
815 ヴァジュランダ 牡3黒鹿56 岩田 康誠高原 将浩氏 宮本 博 新ひだか 千代田牧場 504＋ 6 〃 アタマ 7．5�
612 セブンフォールド 牡3鹿 56 福永 祐一 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466－ 22：02．12 12．5

510 テリオスマナ 牝3黒鹿54 �島 克駿鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 456－ 6 〃 クビ 166．1�
36 アメイジングタイム 牡3鹿 56 藤岡 康太 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424－ 22：02．73� 9．2�
24 エレメンタル 牡3鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 石橋 守 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442± 02：02．8� 55．2

12 ミスカイウラニ 牝3鹿 54 北村 友一諸江 幸祐氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 442－ 22：03．75 21．2�
11 タガノイグナイト 牡3鹿 56 坂井 瑠星八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B478－ 22：03．8� 25．2�
35 ケ イ カ イ 牡3黒鹿56 岩田 望来朽名 誠氏 千田 輝彦 日高 鹿戸 和幸 494＋162：03．9� 162．0�
714 トリニタリアニズム 牡3栗 56 吉田 隼人吉田 勝己氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋102：04．75 39．4�
816 コ ル ス 牡3黒鹿56 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上村 洋行 新ひだか グローリーファーム 480＋ 42：04．8� 291．1�
59 イッツトゥルー 牡3鹿 56 川須 栄彦 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 日高 白井牧場 470± 02：05．86 219．3�
48 ジーソウルブラザー 牡3黒鹿56 松若 風馬�ジーホース 清水 久詞 新冠 アサヒ牧場 482＋ 22：06．11� 164．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，003，900円 複勝： 96，599，500円 枠連： 15，323，400円
馬連： 80，055，900円 馬単： 38，233，500円 ワイド： 81，105，600円
3連複： 129，402，600円 3連単： 148，191，600円 計： 644，916，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 340円 � 170円 枠 連（2－6） 640円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 660円 �� 270円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 11，350円

票 数

単勝票数 計 560039 的中 � 208335（1番人気）
複勝票数 計 965995 的中 � 316210（1番人気）� 47042（7番人気）� 129633（2番人気）
枠連票数 計 153234 的中 （2－6） 18343（2番人気）
馬連票数 計 800559 的中 �� 34122（6番人気）
馬単票数 計 382335 的中 �� 11593（8番人気）
ワイド票数 計 811056 的中 �� 29944（7番人気）�� 89338（1番人気）�� 14003（16番人気）
3連複票数 計1294026 的中 ��� 36786（6番人気）
3連単票数 計1481916 的中 ��� 9458（27番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．8―12．5―12．0―12．2―11．9―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．7―49．2―1：01．2―1：13．4―1：25．3―1：37．0―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノースザワールド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．7．25 新潟6着

2018．4．4生 牡3青鹿 母 パスオブドリームズ 母母 Path of Thunder 4戦1勝 賞金 8，400，000円
〔騎手変更〕 タガノイグナイト号の騎手武豊は，病気のため坂井瑠星に変更。
〔制裁〕 フォルテデイマルミ号の騎手浜中俊は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・2番）

01018 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第6競走 ��1，600�3歳新馬
発走13時00分 （芝・左）

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
1：32．3
1：30．3

良
良

510 デルマセイシ 牝3青鹿54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 468 ―1：37．2 3．6�
47 イフィゲニア 牝3栗 54 藤井勘一郎ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508 ― 〃 クビ 26．5�
12 セ イ レ ー ン 牝3栗 54 中井 裕二浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 402 ―1：37．41� 59．7�
23 セ ラ ヴ ィ ー 牝3鹿 54 川又 賢治�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 412 ―1：37．51 35．1�
35 ア イ ド ゥ 牝3黒鹿54 小崎 綾也�谷岡牧場 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 452 ―1：37．6� 210．8	
612 ロードトランス 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 474 ―1：37．7クビ 3．0

611 ダノンターキッシュ 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 474 ―1：37．81 23．2�
714� ギャラントマナー 牡3栗 56

55 ☆団野 大成ゴドルフィン 藤沢 和雄 米
Athens Woods,
LLC & More Than
Ready Syndicate

524 ―1：38．01� 3．9�
24 アイサイテーラー 牝3黒鹿54 松山 弘平中西 浩一氏 飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 448 ― 〃 ハナ 52．1
59 パネットーネ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 428 ―1：38．1� 31．6�
816 ヴァルキリードレス 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新 DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 436 ―1：38．2� 16．7�
11 ランスオブソウル 牡3栗 56 酒井 学五影 隆則氏 石橋 守 日高 加藤牧場 458 ― 〃 アタマ 46．1�
36 サントアマミー 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心�タイヘイ牧場 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 458 ―1：38．3	 12．9�
713 ベ ギ ー ア デ 牝3鹿 54 川須 栄彦大倉 佑介氏 新谷 功一 新冠 中本牧場 440 ― 〃 ハナ 232．7�
48 メイショウピスカリ 牡3黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 444 ―1：38．4� 81．7�
815 ヒートヘイズ 牡3鹿 56 和田 竜二 �フジワラ・ファーム 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490 ―1：39．03� 21．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，934，500円 複勝： 57，972，100円 枠連： 14，138，600円
馬連： 68，097，700円 馬単： 31，361，900円 ワイド： 60，130，300円
3連複： 101，641，500円 3連単： 112，447，600円 計： 494，724，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 600円 � 1，090円 枠 連（4－5） 3，610円

馬 連 �� 5，530円 馬 単 �� 8，860円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 2，670円 �� 8，840円

3 連 複 ��� 42，970円 3 連 単 ��� 170，910円

票 数

単勝票数 計 489345 的中 � 106294（2番人気）
複勝票数 計 579721 的中 � 114601（2番人気）� 22121（8番人気）� 11375（12番人気）
枠連票数 計 141386 的中 （4－5） 3035（15番人気）
馬連票数 計 680977 的中 �� 9536（18番人気）
馬単票数 計 313619 的中 �� 2653（28番人気）
ワイド票数 計 601303 的中 �� 8570（19番人気）�� 5816（27番人気）�� 1725（67番人気）
3連複票数 計1016415 的中 ��� 1774（121番人気）
3連単票数 計1124476 的中 ��� 477（458番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．3―12．7―12．7―12．1―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．8―49．5―1：02．2―1：14．3―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

デルマセイシ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2018．3．25生 牝3青鹿 母 クラウンプリンセス 母母 クラウンピース 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 ダノンターキッシュ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 インフィニタス号・エスコーラ号・エバースカーレット号・エリカブライト号・オマツリサンバ号・

ケンジーフェイス号・シブコ号・ショウサンイチマツ号・ジョーレイラニ号・ジンフィーズ号・スマイルライン号・
タマモダイジョッキ号・トーホウノーヴァ号・バルドルブレイン号・ハートフルワールド号・ブラッシングリー号・
ユーベルント号・リリーブライト号



01019 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第7競走 ��
��1，800�3歳1勝クラス

発走13時30分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

33 ハンディーズピーク 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504＋ 61：54．2 2．7�

69 タイキドミニオン 牡3鹿 56 北村 友一�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 510＋ 61：54．52 9．9�

68 アスクスタイルマン 牡3黒鹿56 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 454± 01：55．14 31．8�
11 ウェルドーン 牝3鹿 54 川田 将雅安原 浩司氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 488－ 61：55．42 12．7�
56 プルモナリア 牝3栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 456－ 21：55．82� 37．3	
57 タガノチュール 牡3栗 56 太宰 啓介八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 8 〃 ハナ 52．1

44 テイエムベンチャー 牡3鹿 56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 日高 厚賀古川牧場 496－ 41：55．9クビ 35．7�
813 イナズマテーラー 牡3鹿 56 松山 弘平中西 浩一氏 飯田 雄三 浦河 大北牧場 466＋ 81：56．43 23．7�
711 メガゴールド 牡3芦 56 吉田 隼人合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B518－ 21：56．5� 29．1
812 プライムデイ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 488－ 8 〃 アタマ 16．5�
710	 アメリカンピース 牡3芦 56 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 米 Don Alberto

Corporation B458－ 21：56．71 3．9�
22 	 パラディズム 牡3鹿 56 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Elevage
II, LLC 492＋ 81：57．65 5．6�

45 	 スカイナイル 牝3芦 54 池添 謙一 �社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya
Yoshida 478＋ 21：58．02� 27．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，860，100円 複勝： 95，357，300円 枠連： 17，470，000円
馬連： 96，040，200円 馬単： 39，330，800円 ワイド： 88，367，900円
3連複： 144，313，800円 3連単： 157，920，300円 計： 695，660，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 270円 � 760円 枠 連（3－6） 910円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 520円 �� 930円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 7，300円 3 連 単 ��� 21，270円

票 数

単勝票数 計 568601 的中 � 164671（1番人気）
複勝票数 計 953573 的中 � 233449（1番人気）� 83931（4番人気）� 23981（11番人気）
枠連票数 計 174700 的中 （3－6） 14787（3番人気）
馬連票数 計 960402 的中 �� 61880（3番人気）
馬単票数 計 393308 的中 �� 15680（5番人気）
ワイド票数 計 883679 的中 �� 46078（3番人気）�� 24242（9番人気）�� 6367（35番人気）
3連複票数 計1443138 的中 ��� 14813（27番人気）
3連単票数 計1579203 的中 ��� 5381（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―36．7―49．6―1：02．1―1：15．0―1：28．1―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハンディーズピーク �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．10．3 中京1着

2018．3．22生 牡3鹿 母 パノラマビューティ 母母 ミュゲルージュ 3戦2勝 賞金 15，310，000円
〔騎手変更〕 スカイナイル号の騎手武豊は，病気のため池添謙一に変更。

01020 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

68 チェルアルコ 牝4栗 54 池添 謙一吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 528－ 21：54．3 5．6�
44 メイショウヨソユキ 牝5黒鹿55 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 456－ 61：54．4クビ 23．5�
45 ラフリッグフェル 牝4栗 54 福永 祐一 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 446＋141：54．61 6．4�
812 タマモパッション 牝4鹿 54

51 ▲泉谷 楓真タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 498＋101：54．7� 12．7�
11 ソプラドール 牝4栗 54 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ B486＋141：55．02 4．7	
22 デイオブジョイ 牝4鹿 54 和田 竜二中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 464－ 41：55．32 20．2

57 テイエムクイーン 牝4鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 498＋201：55．51 52．0�
711 アマノエリザベート 牝4栗 54

53 ☆富田 暁中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下
ファーム 480－ 41：56．45 175．8�

710 ピクシーサンライズ 牝4鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 B450＋ 41：56．5� 16．4
69 キムケンドリーム 牝4鹿 54 川田 将雅木村 永浩氏 西村 真幸 浦河 鎌田 正嗣 446－ 21：56．6クビ 2．3�
33 フラッグサルート 牝6鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 450－ 21：56．7� 106．5�
56 ラヴベローナ 牝6鹿 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 504＋181：56．8� 81．1�
813 ヤマタケクララ 牝4黒鹿54 小崎 綾也山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 B472± 0 〃 クビ 267．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，798，400円 複勝： 93，928，900円 枠連： 14，101，000円
馬連： 85，883，500円 馬単： 38，043，700円 ワイド： 75，954，300円
3連複： 130，316，800円 3連単： 159，760，800円 計： 645，787，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 590円 � 250円 枠 連（4－6） 440円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 8，250円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 550円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 8，400円 3 連 単 ��� 43，340円

票 数

単勝票数 計 477984 的中 � 67842（3番人気）
複勝票数 計 939289 的中 � 112587（3番人気）� 35487（8番人気）� 105466（4番人気）
枠連票数 計 141010 的中 （4－6） 24541（1番人気）
馬連票数 計 858835 的中 �� 13448（19番人気）
馬単票数 計 380437 的中 �� 3458（27番人気）
ワイド票数 計 759543 的中 �� 15229（15番人気）�� 37290（5番人気）�� 12493（21番人気）
3連複票数 計1303168 的中 ��� 11623（30番人気）
3連単票数 計1597608 的中 ��� 2672（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．5―50．0―1：02．5―1：15．0―1：27．9―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．3
1
3
5，8，4，1（9，10）2，13，11（6，12）3－7・（5，8）4，1（2，9，10）（11，13）（6，12）3，7

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

勝馬の
紹 介

チェルアルコ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．3．8 阪神3着

2017．5．2生 牝4栗 母 オーゾラヲマウトキ 母母 レッドクローシュ 6戦2勝 賞金 19，060，000円



01021 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第9競走 ��1，200�
と ば

鳥 羽 特 別
発走14時35分 （芝・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：06．7
1：06．5

良
良

712� スワーヴシャルル 牡5黒鹿57 福永 祐一�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B486＋181：08．7 4．7�
35 ビップウインク 牝4青 54 岩田 康誠鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 502－ 21：09．02 1．7�
23 � ライバーバード 牡7芦 57 岩田 望来馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B512－ 21：09．1� 16．5�
610 ウォーターエデン 牝5鹿 55 川田 将雅山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 496＋ 61：09．2	 9．3�
22 ディヴィナシオン 牡4黒鹿56 和田 竜二一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 452＋161：09．3� 30．9�
815 フクノナルボンヌ 牝5栗 55 酒井 学福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 504± 01：09．4アタマ 93．3	
11 セイウンパワフル 牡4鹿 56 斎藤 新西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 B474＋ 2 〃 クビ 14．8

59 ショウナンバニラ 牝5鹿 55 池添 謙一�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 442－ 6 〃 クビ 34．6�
47 ファイトフォーラヴ 牡5鹿 57 川須 栄彦金山 政信氏 石橋 守 清水 小野瀬 竜馬 478＋ 41：09．61
 49．0
58 リノワールド 牝6栗 55 小崎 綾也星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 424＋ 2 〃 クビ 187．8�
814 エ グ レ ム ニ 牡4鹿 56 松若 風馬吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 ハナ 28．5�
34 � モエレコネクター 牡5鹿 57 松山 弘平中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 518＋ 21：09．7	 14．0�
46 ア ー ヒ ラ 牝6芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 454＋ 41：09．91
 253．0�
713 ヤマニンベリンダ 牝7黒鹿55 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 470－ 41：10．11
 340．8�
611 メイショウツバキ 牝6黒鹿55 藤井勘一郎松本 好�氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 468± 01：10．52 126．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，771，800円 複勝： 154，449，700円 枠連： 20，567，600円
馬連： 112，317，500円 馬単： 54，609，100円 ワイド： 86，974，100円
3連複： 171，284，400円 3連単： 239，352，500円 計： 893，326，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 110円 � 220円 枠 連（3－7） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 220円 �� 950円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 8，370円

票 数

単勝票数 計 537718 的中 � 91121（2番人気）
複勝票数 計1544497 的中 � 113232（2番人気）� 1015021（1番人気）� 65426（4番人気）
枠連票数 計 205676 的中 （3－7） 39259（1番人気）
馬連票数 計1123175 的中 �� 198838（1番人気）
馬単票数 計 546091 的中 �� 33144（4番人気）
ワイド票数 計 869741 的中 �� 115306（1番人気）�� 19857（11番人気）�� 57499（3番人気）
3連複票数 計1712844 的中 ��� 80423（3番人気）
3連単票数 計2393525 的中 ��� 20728（21番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．7―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．3―46．0―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スワーヴシャルル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Redoute’s Choice

2016．2．4生 牡5黒鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 9戦2勝 賞金 36，325，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ウォーターエデン号の騎手武豊は，病気のため川田将雅に変更。

01022 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

の う び

濃 尾 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：47．6
1：47．6

重
重

816 ソルトイブキ 牡5黒鹿57 富田 暁杉浦 敏夫氏 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 488± 01：53．8 19．6�
36 タマモサンシーロ 牡5鹿 57 亀田 温心タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 522＋ 21：54．01 20．4�
510 ゴールデンライオン 牡5鹿 57 吉田 隼人石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 514＋181：54．31� 11．8�
24 ドルチェリア 	8鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 526－ 8 〃 アタマ 5．0�
59 メイショウヨカゼ 牡4栗 56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 534± 01：54．4� 30．3�
35 ブルーコンパクタ 牡5鹿 57 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 472＋ 61：54．5
 5．4	
713 レガーメペスカ 牡4黒鹿56 岩田 望来山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 506＋ 4 〃 クビ 4．8

611 グッドヘルスバイオ 牡5芦 57 �島 克駿バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 482± 0 〃 ハナ 294．9�
815 サンレイファイト 牡5栗 57 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 480＋ 61：54．6クビ 123．8�
714 プエルタデルソル 牡7栗 57 坂井 瑠星前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋10 〃 アタマ 82．5
11 ザプラウドワンズ 	5鹿 57 太宰 啓介小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 494＋ 61：54．81 61．3�
48 アナザーラブソング 牡5栗 57 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 81：55．33
 155．3�
23 セイウンオフロード 牡5鹿 57 斎藤 新西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム B488－ 81：55．61
 64．2�
12 � セ ラ ン 牝4黒鹿54 川田 将雅前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Cres Ran,

LLC 490－ 21：56．13 3．1�
612 マカオンブラン 牡4鹿 56 松若 風馬關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 506＋ 41：56．2
 16．0�
47 メイショウバルコラ 牡6鹿 57 幸 英明松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 高昭牧場 512＋ 4 〃 ハナ 132．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，075，600円 複勝： 92，569，800円 枠連： 23，730，400円
馬連： 140，854，100円 馬単： 50，955，600円 ワイド： 103，987，000円
3連複： 208，673，600円 3連単： 222，764，800円 計： 907，610，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 510円 � 610円 � 390円 枠 連（3－8） 3，040円

馬 連 �� 19，570円 馬 単 �� 39，390円

ワ イ ド �� 5，780円 �� 2，400円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 57，050円 3 連 単 ��� 323，000円

票 数

単勝票数 計 640756 的中 � 26144（7番人気）
複勝票数 計 925698 的中 � 47807（6番人気）� 38344（8番人気）� 65188（5番人気）
枠連票数 計 237304 的中 （3－8） 6032（13番人気）
馬連票数 計1408541 的中 �� 5577（45番人気）
馬単票数 計 509556 的中 �� 970（90番人気）
ワイド票数 計1039870 的中 �� 4595（49番人気）�� 11281（28番人気）�� 8667（32番人気）
3連複票数 計2086736 的中 ��� 2743（137番人気）
3連単票数 計2227648 的中 ��� 500（772番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．4―50．6―1：03．4―1：15．7―1：28．3―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．1
1
3
6（2，12）13－16，4（3，5）14－（10，11）（7，8）（1，9）－15
6（12，13）（2，11）（4，16）（5，8）（3，9）14（7，10）15，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ソルトイブキ �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．8 京都8着

2016．3．19生 牡5黒鹿 母 アイノココロ 母母 マイバレンタイン 16戦3勝 賞金 52，262，000円
〔騎手変更〕 セラン号の騎手武豊は，病気のため川田将雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 コパノリッチマン号・ザプリオレス号・リリーミニスター号



01023 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第11競走 ��
��1，200�

よどたんきょり

淀短距離ステークス（Ｌ）
発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

11 トゥラヴェスーラ 牡6鹿 57 池添 謙一吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 484＋ 81：08．2 6．4�
12 ナランフレグ 牡5栗 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 486＋ 41：08．41	 11．6�
714 ア ン ヴ ァ ル 牝6鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 21：08．61 13．4�
48 ロードアクア 牡5鹿 56 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 6 〃 クビ 14．9�
59 カッパツハッチ 牝6鹿 54 吉田 隼人�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 476± 01：08．7クビ 12．7	
24 ミッキースピリット 牡5鹿 56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：08．91	 22．0

36 タイセイアベニール 牡6鹿 57 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 498＋ 2 〃 ハナ 6．7�
816 ザイツィンガー 牡5芦 56 藤岡 佑介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 438＋161：09．0
 48．5�
815 グランドボヌール 牡7鹿 57 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 498＋141：09．1	 35．4
510 メイショウカズヒメ 牝7鹿 54 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 498± 0 〃 アタマ 268．4�
611 マイネルグリット 牡4栗 55 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 504＋20 〃 アタマ 140．6�
35 ジョーアラビカ 牡7芦 56 川田 将雅上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 498± 01：09．2アタマ 3．9�
23 ビ リ ー バ ー 牝6黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 464± 01：09．41	 50．6�
713� プリディカメント 牝6黒鹿54 団野 大成ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516－ 21：09．5	 44．1�
612 メジェールスー 牝6鹿 54 岡田 祥嗣太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 478－ 21：09．71	 117．4�
47 アイラブテーラー 牝5黒鹿56 岩田 康誠中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 454± 01：15．3大差 4．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 134，761，400円 複勝： 210，673，700円 枠連： 76，827，900円
馬連： 388，529，500円 馬単： 126，730，700円 ワイド： 262，963，000円
3連複： 647，936，300円 3連単： 692，849，900円 計： 2，541，272，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 400円 � 340円 枠 連（1－1） 3，920円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 7，290円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，550円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 16，460円 3 連 単 ��� 90，880円

票 数

単勝票数 計1347614 的中 � 166530（3番人気）
複勝票数 計2106737 的中 � 234111（3番人気）� 130648（8番人気）� 157095（5番人気）
枠連票数 計 768279 的中 （1－1） 15162（16番人気）
馬連票数 計3885295 的中 �� 76923（14番人気）
馬単票数 計1267307 的中 �� 13038（24番人気）
ワイド票数 計2629630 的中 �� 56765（11番人気）�� 43795（21番人気）�� 24095（32番人気）
3連複票数 計6479363 的中 ��� 29513（56番人気）
3連単票数 計6928499 的中 ��� 5527（288番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．3―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．3―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥラヴェスーラ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2017．11．3 京都1着

2015．4．4生 牡6鹿 母 ジャジャマーチャン 母母 ラスリングカプス 18戦4勝 賞金 98，291，000円
〔騎手変更〕 トゥラヴェスーラ号の騎手武豊は，病気のため池添謙一に変更。
〔発走状況〕 アイラブテーラー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 アイラブテーラー号の騎手岩田康誠は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アイラブテーラー号は，令和3年1月10日から令和3年1月30日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 プリディカメント号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイラブテーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月9日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 プリディカメント号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月9日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジョーマンデリン号
（非抽選馬） 6頭 イエローマリンバ号・ディープダイバー号・ノーワン号・ブライティアレディ号・ヤマカツマーメイド号・

レジェーロ号

01024 1月9日 晴 良 （3中京1） 第2日 第12競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走16時20分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611 イ バ ル 牡4青鹿56 小崎 綾也ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 514± 01：24．7 3．8�
815 ダノンアレー 牡4黒鹿 56

55 ☆斎藤 新�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 504± 01：25．02 3．6�
35 ナ ム ラ ボ ス 牡4鹿 56 幸 英明奈村 睦弘氏 羽月 友彦 浦河 中島牧場 474＋ 41：25．42� 6．6�
510 ダイヤレイジング 牝5栗 55 西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 458＋ 21：25．5クビ 8．3�
612� カ ク シ ン 牡4黒鹿56 松山 弘平風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

506＋ 61：25．71 16．9�
23 � パンサーバローズ 牡7黒鹿57 池添 謙一猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 512＋ 6 〃 アタマ 19．6	
713 バーニングソウル 牝4芦 54 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 430＋ 2 〃 クビ 36．0

714 ミッキーマラン 牡6芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B488＋ 41：25．91	 34．1�
24 イーベンホルツ 牡4青鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 488± 01：26．1
 22．5
816 シンゼンストロング 牡5鹿 57 坂井 瑠星原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 510＋ 21：26．2� 101．3�
12 イ グ ナ ー ツ 牡5鹿 57 吉田 隼人前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－10 〃 ハナ 84．1�
48 � ランランウイング 牝5黒鹿 55

54 ☆亀田 温心�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B468＋ 21：26．51
 7．2�
11 ゴルトファルベン 牡4鹿 56

55 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 506＋161：26．6� 33．3�
47 グランフェスタ 牡4黒鹿 56

53 ▲泉谷 楓真市川義美ホール
ディングス� 上村 洋行 浦河 伏木田牧場 B454＋ 6 〃 クビ 71．0�

59 � アメリカンニーニャ 牝4鹿 54 藤岡 佑介 �吉澤ホールディングス 石坂 公一 米
Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

512－101：26．7クビ 45．4�
36 アルームスクレト 牡5鹿 57 岩田 望来鈴木 康弘氏 高橋 康之 新ひだか 福岡 駿弥 488＋181：27．12� 151．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，301，800円 複勝： 117，965，900円 枠連： 33，145，600円
馬連： 167，155，600円 馬単： 60，751，300円 ワイド： 136，319，400円
3連複： 270，537，100円 3連単： 292，370，700円 計： 1，158，547，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 150円 � 190円 枠 連（6－8） 620円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 360円 �� 530円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 7，330円

票 数

単勝票数 計 803018 的中 � 166052（2番人気）
複勝票数 計1179659 的中 � 212437（2番人気）� 222542（1番人気）� 143964（4番人気）
枠連票数 計 331456 的中 （6－8） 41263（1番人気）
馬連票数 計1671556 的中 �� 160745（1番人気）
馬単票数 計 607513 的中 �� 26191（2番人気）
ワイド票数 計1363194 的中 �� 98971（1番人気）�� 63381（3番人気）�� 81413（2番人気）
3連複票数 計2705371 的中 ��� 115586（1番人気）
3連単票数 計2923707 的中 ��� 28888（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．3―12．6―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―22．6―34．0―46．3―58．9―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．7―3F38．4
3 8，3，9（5，15）（2，6，10，16）（1，11）12，4，13（7，14） 4 8，3（5，9）15（2，6，10，16）（1，11，12）（7，4，13，14）

勝馬の
紹 介

イ バ ル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．7．20 中京9着

2017．3．16生 牡4青鹿 母 ア ガ サ 母母 ソプラニーノ 11戦2勝 賞金 20，660，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ゴルトファルベン号の騎手団野大成は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて
戒告。（被害馬：8番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アメージングラン号・サウンドプリズム号・シュアゲイト号・タガノゴマチャン号・デフィ号・ナムラカミカゼ号



（3中京1）第2日 1月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183頭 本 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
厩務員出走奨励金

208，870，000円
27，160，000円
1，500，000円
24，370，000円
76，216，000円
5，032，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
712，193，700円
1，191，722，300円
271，013，200円
1，386，944，400円
559，234，400円
1，136，569，200円
2，201，024，000円
2，460，212，600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 9，918，913，800円

総入場人員 1，336名 （有料入場人員 1，101名）
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