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01025 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

牝；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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

713 クインズレモン 牝3栗 54 松山 弘平 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 浦河 高昭牧場 498＋ 61：12．9 13．0�
12 ゴールデンプルーフ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：13．21� 25．6�
714 ナ サ 牝3黒鹿54 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 450－ 21：13．62� 13．3�
35 アイスリアン 牝3黒鹿54 �島 良太村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 466＋ 4 〃 クビ 27．8�
59 ラ ン デ ィ ス 牝3栗 54 小崎 綾也藤田 好紀氏 小崎 憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476± 01：13．8� 75．0	
815 アルムファーツリー 牝3黒鹿54 C．ルメール 﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 61：14．01� 3．9

11 スマートネクタル 牝3鹿 54 岩田 康誠大川 徹氏 吉田 直弘 日高 本間牧場 448－ 61：14．2� 11．0�
23 ム ジ ッ ク 牝3栗 54 長岡 禎仁�三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 488－ 41：14．41� 136．9�
48 タマモヒメギミ 牝3鹿 54 北村 友一タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 B490－ 41：14．5� 2．0
510 マリブスターソング 牝3鹿 54 幸 英明吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 448＋141：14．71� 16．7�
611 ポケットロケット 牝3栗 54 川須 栄彦野田 政義氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 480－ 21：14．8� 57．6�
24 オオシマアジサイ 牝3栗 54 太宰 啓介�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 480＋ 41：14．9クビ 58．4�
47 テンシノエア 牝3鹿 54 松若 風馬�浜本牧場 石坂 正 日高 浜本牧場 420－ 8 〃 クビ 16．6�
36 ローブデュソワール 牝3鹿 54 国分 優作成富 直行氏 大根田裕之 新冠 株式会社

TKファーム 430＋ 41：15．11� 208．4�
816 ア ジ ェ ナ 牝3栗 54 加藤 祥太�高橋ファーム 西橋 豊治 新冠 松浦牧場 428－101：15．63 375．0�
612 スマートジュリアン 牝3青鹿54 �島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 468＋121：18．6大差 141．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，794，600円 複勝： 86，003，900円 枠連： 16，770，600円
馬連： 87，346，600円 馬単： 41，766，600円 ワイド： 84，523，000円
3連複： 145，760，900円 3連単： 163，598，800円 計： 678，565，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 460円 � 1，070円 � 420円 枠 連（1－7） 2，020円

馬 連 �� 15，790円 馬 単 �� 28，920円

ワ イ ド �� 4，240円 �� 1，930円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 69，580円 3 連 単 ��� 425，120円

票 数

単勝票数 計 527946 的中 � 32253（4番人気）
複勝票数 計 860039 的中 � 50779（5番人気）� 19712（9番人気）� 57420（4番人気）
枠連票数 計 167706 的中 （1－7） 6434（7番人気）
馬連票数 計 873466 的中 �� 4286（35番人気）
馬単票数 計 417666 的中 �� 1083（62番人気）
ワイド票数 計 845230 的中 �� 5113（35番人気）�� 11491（21番人気）�� 4202（40番人気）
3連複票数 計1457609 的中 ��� 1571（137番人気）
3連単票数 計1635988 的中 ��� 279（751番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．2―12．5―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―35．4―47．9―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズレモン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Leroidesanimaux デビュー 2020．9．26 中京7着

2018．5．10生 牝3栗 母 カーディナルコーヴ 母母 Crystal Cove 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートジュリアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月10日まで平地

競走に出走できない。

01026 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第2競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

48 クリノクラール 牡3鹿 56 福永 祐一栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 486－ 41：56．3 5．2�
612 キ ゾ ク 牡3栗 56 池添 謙一西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 506＋ 6 〃 クビ 11．5�
11 リュウセイグン 牡3栗 56 酒井 学二口 雅一氏 飯田 雄三 浦河 坂本 晴美 520－ 21：56．5� 5．8�
816 サンライズボルト 牡3鹿 56 幸 英明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 468＋ 21：56．92� 7．6�
611 アミラルレジェンド 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 508－ 21：57．0クビ 50．7�
59 ケンブリッジセンス 牡3鹿 56 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 442－ 4 〃 アタマ 204．5�
23 テーオーシリウス 牡3黒鹿56 C．ルメール 小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 21：57．11 2．9	
510 タイガーブルズアイ 牡3鹿 56 和田 翼伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 上野 正恵 460－ 21：57．84 170．4

36 クリスタルハート 牝3栗 54 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム 488－121：58．22� 22．2�
24 ガラティーン 牡3黒鹿56 丸山 元気前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B486－ 61：58．41 134．7
714 エルブルスシチー 牡3黒鹿56 荻野 極 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 富田牧場 476－ 61：58．61� 417．1�
47 ベ ル モ ッ ク 牡3鹿 56 黛 弘人子安 裕樹氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 456－ 61：58．7クビ 254．8�
35 サンライズスカイ 牡3栗 56 西村 淳也松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 494－ 61：59．55 154．0�
12 ウエスタンスパーダ 牡3黒鹿56 松山 弘平西川 賢氏 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 500－ 82：01．6大差 6．3�
815 ウォーバディ 牡3黒鹿56 岩田 望来飯田 正剛氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 B506＋182：01．7� 14．8�
713 コスモチョコラトル 牡3鹿 56 国分 優作 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 42：03．7大差 107．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，397，000円 複勝： 84，916，400円 枠連： 16，367，800円
馬連： 75，952，700円 馬単： 32，016，500円 ワイド： 77，904，400円
3連複： 123，053，100円 3連単： 123，934，200円 計： 581，542，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 260円 � 200円 枠 連（4－6） 2，190円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 690円 �� 430円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 19，150円

票 数

単勝票数 計 473970 的中 � 72305（2番人気）
複勝票数 計 849164 的中 � 141611（2番人気）� 73730（6番人気）� 111012（3番人気）
枠連票数 計 163678 的中 （4－6） 5768（11番人気）
馬連票数 計 759527 的中 �� 24245（11番人気）
馬単票数 計 320165 的中 �� 5389（19番人気）
ワイド票数 計 779044 的中 �� 28186（11番人気）�� 49105（4番人気）�� 25369（13番人気）
3連複票数 計1230531 的中 ��� 27348（12番人気）
3連単票数 計1239342 的中 ��� 4692（61番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．6―13．3―13．2―13．1―13．3―13．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．7―51．0―1：04．2―1：17．3―1：30．6―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

クリノクラール �
�
父 タートルボウル �

�
母父 アドマイヤボス デビュー 2020．10．3 中京5着

2018．4．27生 牡3鹿 母 アスカトップレディ 母母 タガノシャーディ 4戦1勝 賞金 8，570，000円
〔騎手変更〕 クリノクラール号の騎手武豊は，病気のため福永祐一に変更。
〔その他〕 ウエスタンスパーダ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォーバディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月10日まで平地競走

に出走できない。
コスモチョコラトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月10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 マサカウマザンマイ号

第１回 中京競馬 第３日



01027 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第3競走 ��1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

47 チ カ リ ヨ ン 牝3鹿 54 C．ルメール 松島 千佳氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478＋101：26．4 3．8�
35 メイショウミツヒデ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 484－ 21：26．82 2．7�
12 ピエナレモン 牡3黒鹿56 太宰 啓介本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 454－ 81：27．11� 124．5�
714 サンライズアポロン 牡3黒鹿56 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 498＋ 21：27．31� 14．6�
612 ショコラルビー 牝3鹿 54 国分 恭介ゴドルフィン 吉村 圭司 浦河 富菜牧場 468＋ 21：27．62 100．4�
611 ウエストンバート 牡3鹿 56 坂井 瑠星	ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 538＋ 81：27．7� 8．0

48 クリノエルサ 牝3芦 54

51 ▲泉谷 楓真栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 450± 01：27．8クビ 118．5�
59 ヒルノアローザ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 506＋ 41：28．33 36．9
23 デ ィ ニ ー タ 牡3黒鹿56 吉田 隼人安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 508＋ 41：28．4� 9．2�
713 ジューンベロシティ 牡3青鹿56 福永 祐一吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B460± 01：28．82� 4．5�
510 ウォーターブランカ 牝3芦 54 幸 英明山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 464－ 81：28．9� 157．5�
815 ベ ン ト ラ 牡3黒鹿56 酒井 学本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋ 41：29．32� 316．4�
816 タイセイレジェーロ 牡3鹿 56 荻野 極田中 成奉氏 高橋 義忠 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 61：29．72 185．4�
24 クリノロッサ 牝3青鹿54 国分 優作栗本 博晴氏 大根田裕之 むかわ 市川牧場 440＋ 81：30．65 444．2�
11 エムティースマイル 牝3栗 54

53 ☆富田 暁丸山 輝城氏 木原 一良 新冠 守矢牧場 438＋ 61：30．92 63．9�
36 ミリタリータンゴ 牡3黒鹿56 藤岡 康太 	社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 458－ 41：31．11 63．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，203，100円 複勝： 75，978，100円 枠連： 14，564，600円
馬連： 77，605，900円 馬単： 36，222，100円 ワイド： 72，158，000円
3連複： 117，833，300円 3連単： 134，415，600円 計： 584，980，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 120円 � 1，510円 枠 連（3－4） 490円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 300円 �� 6，990円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 15，430円 3 連 単 ��� 47，840円

票 数

単勝票数 計 562031 的中 � 116111（2番人気）
複勝票数 計 759781 的中 � 119858（2番人気）� 233677（1番人気）� 7411（12番人気）
枠連票数 計 145646 的中 （3－4） 22867（2番人気）
馬連票数 計 776059 的中 �� 99453（1番人気）
馬単票数 計 362221 的中 �� 25508（1番人気）
ワイド票数 計 721580 的中 �� 73150（1番人気）�� 2393（46番人気）�� 4802（28番人気）
3連複票数 計1178333 的中 ��� 5727（41番人気）
3連単票数 計1344156 的中 ��� 2037（138番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．6―13．4―12．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―47．5―1：00．9―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F38．9
3 ・（1，5）13（3，11）（6，7）－（9，10，12）（4，8，14）2，16－15 4 ・（1，5）（3，13，11）7－（9，6，12）（10，14）（8，2）4－（15，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

チ カ リ ヨ ン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sepoy デビュー 2020．7．11 阪神4着

2018．2．14生 牝3鹿 母 テンプルステイ 母母 Absolutelyfabulous 4戦1勝 賞金 8，200，000円
〔騎手変更〕 チカリヨン号の騎手武豊は，病気のためC．ルメールに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムティースマイル号・ミリタリータンゴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

2月10日まで平地競走に出走できない。
クリノロッサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年4月10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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 チャップマン号・ビシャモンテン号・メイショウヨシテル号

01028 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第4競走 1，800�3歳新馬
発走11時40分 （ダート・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
1：47．6
1：47．6

重
重

44 レプンカムイ 牡3黒鹿56 �島 克駿前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 482 ―1：56．7 2．2�
711 ケンジーフェイス 牡3栗 56 川島 信二 STレーシング 荒川 義之 日高 田端牧場 490 ―1：56．91� 14．1�
33 ゲンパチハマジ 牡3栗 56 田辺 裕信平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 500 ―1：57．53� 9．1�
45 インフォーマント 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478 ― 〃 � 6．0�
22 フランコイメル 牡3黒鹿56 藤岡 佑介ケーエスHD 武 英智 むかわ ヤマイチ牧場 510 ―1：57．6クビ 3．4�
57 スズカヒカリ 牡3栗 56 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 436 ―1：57．81� 18．8	
11 テイエムカチドキ 牡3黒鹿56 国分 優作竹園 正繼氏 坂口 智康 むかわ 市川牧場 460 ―1：58．65 93．6

68 メイショウケンジャ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 490 ―1：58．81� 28．0�
710 ダンツソアラ 牡3芦 56 松山 弘平山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 丸幸小林牧場 470 ―1：58．9クビ 37．3�
812 コンフィテオール 牝3鹿 54 藤井勘一郎�ターフ・スポート渡辺 薫彦 新ひだか グローリーファーム 446 ―1：59．85 54．8
69 スマートメソッド 牝3栗 54

53 ☆富田 暁大川 徹氏 笹田 和秀 日高 株式会社ス
マート 452 ― 〃 アタマ 136．3�

56 ジーハーモニー 牝3青鹿 54
51 ▲泉谷 楓真�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 434 ―2：01．8大差 156．3�

813 テイエムヴァスター 牡3鹿 56 長岡 禎仁竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 550 ―2：01．9� 72．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 51，017，900円 複勝： 50，970，000円 枠連： 12，300，200円
馬連： 59，485，200円 馬単： 31，847，100円 ワイド： 54，274，700円
3連複： 89，289，600円 3連単： 115，806，200円 計： 464，990，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 230円 � 230円 枠 連（4－7） 710円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 490円 �� 370円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 12，000円

票 数

単勝票数 計 510179 的中 � 179506（1番人気）
複勝票数 計 509700 的中 � 146330（1番人気）� 45930（5番人気）� 47309（4番人気）
枠連票数 計 123002 的中 （4－7） 13298（2番人気）
馬連票数 計 594852 的中 �� 33233（5番人気）
馬単票数 計 318471 的中 �� 12681（6番人気）
ワイド票数 計 542747 的中 �� 28989（4番人気）�� 40079（3番人気）�� 9576（14番人気）
3連複票数 計 892896 的中 ��� 20571（9番人気）
3連単票数 計1158062 的中 ��� 6992（32番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―14．6―13．3―13．1―13．4―13．1―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―39．4―52．7―1：05．8―1：19．2―1：32．3―1：44．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レプンカムイ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

2018．2．23生 牡3黒鹿 母 ローレルアンジュ 母母 スマートダーリン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※インフォーマント号・ケンジーフェイス号・スズカヒカリ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01029 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

牝；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
1：32．3
1：30．3

良
良

48 クァンタムレルム 牝3栗 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458＋ 21：34．5 31．0�

12 マ リ ー ナ 牝3青鹿54 岩田 望来三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 430－ 2 〃 クビ 3．9�

36 セ リ シ ア 牝3芦 54 岩田 康誠西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 468＋ 21：34．71� 5．1�
714 リオンジャック 牝3黒鹿54 北村 友一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 470± 01：34．91 16．4�
611 カバーガール 牝3黒鹿54 C．ルメール 石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 466＋ 21：35．01 9．3�
612 サヴァニャン 牝3黒鹿54 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 424－ 41：35．21 5．8	
816 マジカルステージ 牝3鹿 54 川田 将雅大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 ハナ 4．5

47 フィルムスコア 牝3黒鹿54 松若 風馬水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 452± 01：36．05 51．3�
510 メイショウオニユリ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 452± 0 〃 アタマ 11．9�
35 ジューンブルーム 牝3栗 54 坂井 瑠星吉川 潤氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 458－121：36．21� 20．8
11 ジュンワンポイント 牝3鹿 54 幸 英明河合 純二氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438＋ 21：36．52 45．7�
24 トレサイーユ 牝3鹿 54 丸山 元気前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430± 01：36．82 140．6�
815 ジョイフルラブ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 454＋101：37．65 268．5�
23 ラガートゥインクル 牝3黒鹿54 松山 弘平奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 勝春 422＋ 81：37．81� 150．3�
713 エスパダアスール 牝3栗 54 和田 竜二�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 422± 0 〃 同着 50．6�
59 サ ン サ ー ラ 牝3鹿 54 国分 優作中本 行則氏 大根田裕之 浦河 小葉松 幸雄 466＋ 41：38．54 451．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，824，000円 複勝： 106，422，600円 枠連： 20，658，200円
馬連： 101，168，500円 馬単： 39，501，600円 ワイド： 96，982，300円
3連複： 161，781，800円 3連単： 152，408，100円 計： 739，747，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，100円 複 勝 � 560円 � 170円 � 160円 枠 連（1－4） 3，580円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 14，880円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 1，890円 �� 360円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 55，350円

票 数

単勝票数 計 608240 的中 � 15686（9番人気）
複勝票数 計1064226 的中 � 36108（9番人気）� 179002（2番人気）� 195414（1番人気）
枠連票数 計 206582 的中 （1－4） 4462（16番人気）
馬連票数 計1011685 的中 �� 15192（20番人気）
馬単票数 計 395016 的中 �� 1990（53番人気）
ワイド票数 計 969823 的中 �� 16524（19番人気）�� 12242（21番人気）�� 78302（1番人気）
3連複票数 計1617818 的中 ��� 19308（18番人気）
3連単票数 計1524081 的中 ��� 1996（172番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．0―46．7―58．8―1：10．7―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

クァンタムレルム �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Doyen デビュー 2020．8．15 小倉5着

2018．2．22生 牝3栗 母 コズミックフレイム 母母 The World 4戦1勝 賞金 6，570，000円
〔騎手変更〕 カバーガール号の騎手武豊は，病気のためC．ルメールに変更。
〔制裁〕 マジカルステージ号の騎手川田将雅は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・8番・5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。
（非当選馬） 2頭 アンセーニュ号・デマントイド号
（非抽選馬） 4頭 クリノキララ号・ファーストソリスト号・ブリンク号・ララティーナ号

01030 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第6競走 ��1，400�3歳新馬
発走13時00分 （ダート・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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

611 レイクリエイター 牡3芦 56 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 496 ―1：28．2 22．8�
510 メイショウナリヒラ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476 ― 〃 クビ 2．3�
612 ハイモビリティ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ゼットステーブル 506 ―1：29．05 20．8�
24 ツヨシーフェイス 牡3鹿 56 松山 弘平 STレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 高橋 義浩 526 ―1：29．32 5．5�
48 ニューフロンティア 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心平井 裕氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 472 ―1：29．62 12．2�
815 メイショウマシフ 牡3栗 56 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 浦河 松栄牧場 480 ―1：29．8� 223．1	
12 パロットビーク 牝3黒鹿54 浜中 俊 
社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ― 〃 アタマ 17．4�
23 スペースフライト 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成前田 晋二氏 佐々木晶三 平取 船越 伸也 534 ― 〃 クビ 7．5�
36 イニシュモア 牝3鹿 54 川須 栄彦 
シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 448 ―1：29．9� 52．4
713 コパノランニング 牡3栗 56 �島 克駿小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 片岡 博 472 ―1：30．22 141．6�
714� コ ゴ メ ユ キ 牝3芦 54 C．ルメール 飯田 正剛氏 吉村 圭司 米

Fred W. Hertrich
111，John D. Fielding
& Robert L. Tribbett

470 ―1：30．41 9．5�
47 � モズティアラ 牝3鹿 54 幸 英明 �キャピタル・システム 松下 武士 米 Alpha Delta

Stables, LLC 472 ―1：30．61� 7．9�
816 タンホイザー 牡3栗 56 城戸 義政中辻 明氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 426 ―1：30．7� 174．2�
59 サウンドダンス 牡3栗 56

55 ☆富田 暁増田 雄一氏 武 英智 新冠 飛渡牧場 448 ―1：30．8クビ 258．4�
11 クランツリート 牡3青鹿56 北村 友一岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 様似 山本 和彦 456 ― 〃 ハナ 97．2�
35 ウェーブニケ 牝3鹿 54 川又 賢治万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 412 ―1：33．7大差 227．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，858，200円 複勝： 66，044，200円 枠連： 18，184，900円
馬連： 74，741，000円 馬単： 33，854，900円 ワイド： 62，953，200円
3連複： 101，660，700円 3連単： 115，242，600円 計： 530，539，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 400円 � 130円 � 360円 枠 連（5－6） 1，320円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，080円 �� 870円

3 連 複 ��� 8，960円 3 連 単 ��� 71，770円

票 数

単勝票数 計 578582 的中 � 20225（9番人気）
複勝票数 計 660442 的中 � 32575（8番人気）� 194963（1番人気）� 36601（7番人気）
枠連票数 計 181849 的中 （5－6） 10633（6番人気）
馬連票数 計 747410 的中 �� 30383（6番人気）
馬単票数 計 338549 的中 �� 4770（18番人気）
ワイド票数 計 629532 的中 �� 25222（6番人気）�� 4979（34番人気）�� 18778（8番人気）
3連複票数 計1016607 的中 ��� 8509（31番人気）
3連単票数 計1152426 的中 ��� 1164（214番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．7―50．3―1：03．9―1：15．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F37．9
3 ・（4，10，12）（6，11）（14，13）（3，8，16）2（7，9）15，5－1 4 ・（4，10，12）（6，11）（14，13）（3，8）（2，16，9）7（5，15）－1

勝馬の
紹 介

レイクリエイター �
�
父 クリエイターⅡ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2018．2．15生 牡3芦 母 レインボーローズ 母母 チ ー タ ー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔騎手変更〕 パロットビーク号の騎手武豊は，病気のため浜中俊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウェーブニケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月10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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スズカヒカリ号・ティーティーゴー号



01031 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第7競走 ��1，900�4歳以上1勝クラス
発走13時30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
1：55．9
1：53．7

重
不良

33 ヴェラアズール 牡4青 56 福永 祐一 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B504＋ 22：01．3 2．9�

11 メイショウコジョウ 牡4鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 林 孝輝 472＋102：01．93� 16．2�
69 レッドレビン 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B510＋122：02．11� 9．9�
46 � ワンダーラジャ 牡7栗 57 C．ルメール 山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 520＋ 6 〃 アタマ 7．6�
58 ミッキーメテオ 牡4鹿 56 川田 将雅野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494－ 22：02．31 2．6	
45 オ ー マ オ 牡5栗 57 松山 弘平吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 17．6

22 	 ニシノトランザム 
6鹿 57

56 ☆森 裕太朗西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

494± 0 〃 ハナ 141．7�
712 アストゥーリアス 牡4栗 56 藤岡 康太菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 468± 02：02．4� 51．2�
814 オンザフェーヴル 牡4栗 56 岩田 望来廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 488＋ 22：02．5クビ 19．8
57 セイカヤマノ 牡5黒鹿57 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B498± 0 〃 クビ 13．1�
813� エムテイフラッシュ 牡4青鹿56 酒井 学谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 482＋ 42：02．71� 341．5�
34 キモンボーイ 牡5鹿 57

56 ☆亀田 温心小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 514± 02：03．44 91．9�
711 サンライズヴュー 牡5青鹿 57

56 ☆団野 大成松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 栄進牧場 B476－ 4 〃 アタマ 106．2�
610� プラチナポセイドン 牡5芦 57 丸山 元気�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 （競走中止） 70．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，153，600円 複勝： 93，873，500円 枠連： 17，594，600円
馬連： 106，629，000円 馬単： 45，553，500円 ワイド： 91，783，300円
3連複： 158，780，200円 3連単： 200，478，000円 計： 769，845，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 290円 � 240円 枠 連（1－3） 2，040円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 850円 �� 440円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 4，370円 3 連 単 ��� 17，290円

票 数

単勝票数 計 551536 的中 � 147262（2番人気）
複勝票数 計 938735 的中 � 226611（1番人気）� 68187（6番人気）� 87798（5番人気）
枠連票数 計 175946 的中 （1－3） 6675（7番人気）
馬連票数 計1066290 的中 �� 40168（8番人気）
馬単票数 計 455535 的中 �� 10630（12番人気）
ワイド票数 計 917833 的中 �� 27428（9番人気）�� 58039（2番人気）�� 10998（22番人気）
3連複票数 計1587802 的中 ��� 27192（11番人気）
3連単票数 計2004780 的中 ��� 8405（46番人気）

ハロンタイム 7．7―11．8―12．0―13．6―13．4―12．8―12．8―12．5―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．7―19．5―31．5―45．1―58．5―1：11．3―1：24．1―1：36．6―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．2
1
3
2，3，9（8，14）（6，13）－（1，12）（5，11）－（4，7）・（2，3）9（8，1）（14，7）（6，11）13（12，4）5

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

勝馬の
紹 介

ヴェラアズール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．3．20 阪神2着

2017．1．19生 牡4青 母 ヴェラブランカ 母母 アドマイヤサンデー 8戦2勝 賞金 24，500，000円
〔競走中止〕 プラチナポセイドン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※プラチナポセイドン号・ワンダーラジャ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01032 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第8競走 1，800�4歳以上2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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

22 バラーディスト 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 478－ 21：54．3 13．6�
66 メモリーコバルト 牝6栗 55 幸 英明�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 482＋ 41：54．4� 53．2�
811� グラマラスライフ 牝6黒鹿 55

54 ☆団野 大成 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム B486＋ 6 〃 ハナ 8．2�
33 カリーニョミノル 牝7鹿 55 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 61：54．6� 7．6�
78 メリッサーニ 牝6鹿 55 川須 栄彦�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 13．5	
11 タ ン タ ラ ス 牝5鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋121：54．7クビ 6．1

79 アポロマーキュリー 牝7栗 55 坂井 瑠星アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 三輪 幸子 476－ 21：54．8� 45．2�
55 オデュッセイア 牝6栗 55 丸山 元気吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 484＋ 61：54．9クビ 12．6�
67 シーシーサザン 牝4黒鹿54 松山 弘平吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 450± 01：55．0� 2．3
44 ドゥラモット 牝4黒鹿54 北村 友一合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：55．21 6．7�
810 エバンタイユドール 牝4栗 54 荻野 極井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン

テンファーム 512＋ 41：55．94 184．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 54，890，500円 複勝： 86，638，000円 枠連： 12，203，500円
馬連： 96，170，500円 馬単： 42，274，500円 ワイド： 75，173，400円
3連複： 127，252，600円 3連単： 171，574，600円 計： 666，177，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 420円 � 1，030円 � 300円 枠 連（2－6） 2，130円

馬 連 �� 18，920円 馬 単 �� 35，300円

ワ イ ド �� 4，200円 �� 990円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 38，370円 3 連 単 ��� 310，970円

票 数

単勝票数 計 548905 的中 � 32144（8番人気）
複勝票数 計 866380 的中 � 54835（7番人気）� 19827（9番人気）� 85357（5番人気）
枠連票数 計 122035 的中 （2－6） 4431（10番人気）
馬連票数 計 961705 的中 �� 3939（39番人気）
馬単票数 計 422745 的中 �� 898（72番人気）
ワイド票数 計 751734 的中 �� 4520（35番人気）�� 20439（15番人気）�� 4610（34番人気）
3連複票数 計1272526 的中 ��� 2487（90番人気）
3連単票数 計1715746 的中 ��� 400（617番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―38．8―51．3―1：03．9―1：16．8―1：29．5―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バラーディスト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Not For Sale デビュー 2018．12．16 阪神6着

2016．3．13生 牝5黒鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 15戦3勝 賞金 30，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。

追 加 記 事（第 1回中京競馬第 2日第 1競走）
〔その他〕　　サクラトップキセキ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



01033 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第9競走 ��2，000�
あ つ み

渥 美 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス，2．1．11以降3．1．5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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：58．3
1：56．1

良
良

12 ジ ョ デ ィ ー 牝5鹿 54 C．ルメール 小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：59．7 3．5�
815 ナリタザクラ 牡4黒鹿54 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 506＋ 21：59．91� 11．3�
11 エンデュミオン 牡4黒鹿55 川田 将雅�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 456＋122：00．0クビ 5．0�
59 メイショウボサツ 牡4青鹿56 柴山 雄一松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 田中スタッド 476＋ 22：00．32 5．1�
23 セントオブゴールド 牡4鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 42：00．5� 5．1	
35 フォーラウェイ 牡8鹿 55 亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 22：00．6� 42．4

816 カ リ ン カ 牝6黒鹿52 団野 大成寺田 寿男氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 434＋10 〃 アタマ 66．5�
47 ヒルノダカール 牡5青鹿56 浜中 俊�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 524± 02：00．7クビ 18．6�
612 スカーフェイス 牡5鹿 55 岩田 望来�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 458－ 2 〃 アタマ 19．1
713 ダノングレーター 牡5黒鹿54 松若 風馬�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 6 〃 ハナ 73．6�
36 ペプチドフシチョウ 牝5鹿 51 富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 470＋ 2 〃 クビ 87．7�
714 ナ リ ス 牝5鹿 53 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 482＋ 42：00．8� 61．5�
24 ブレーヴユニコーン 牡5青鹿54 荻野 極諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 520－ 42：00．9クビ 101．2�
510 ラインオブダンス 牝4黒鹿52 川須 栄彦�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 82：01．32� 71．9�
48 イ カ ッ ト 牝4鹿 52 北村 友一吉田 和美氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 460－ 22：01．51� 14．1�
611� アルディテッツァ 牡5鹿 53 池添 謙一�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B510＋102：02．13� 82．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 73，548，200円 複勝： 125，360，000円 枠連： 30，985，900円
馬連： 167，970，000円 馬単： 60，970，900円 ワイド： 132，251，400円
3連複： 259，403，000円 3連単： 265，770，000円 計： 1，116，259，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 260円 � 180円 枠 連（1－8） 1，120円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 720円 �� 450円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 14，980円

票 数

単勝票数 計 735482 的中 � 165533（1番人気）
複勝票数 計1253600 的中 � 197769（3番人気）� 109336（5番人気）� 191314（4番人気）
枠連票数 計 309859 的中 （1－8） 21322（6番人気）
馬連票数 計1679700 的中 �� 61525（7番人気）
馬単票数 計 609709 的中 �� 14035（13番人気）
ワイド票数 計1322514 的中 �� 46194（7番人気）�� 79756（2番人気）�� 36070（10番人気）
3連複票数 計2594030 的中 ��� 67260（5番人気）
3連単票数 計2657700 的中 ��� 12856（30番人気）

ハロンタイム 13．0―10．7―11．9―12．2―12．2―12．4―12．1―11．9―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―23．7―35．6―47．8―1：00．0―1：12．4―1：24．5―1：36．4―1：48．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジ ョ デ ィ ー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Monsun デビュー 2018．6．2 東京1着

2016．2．7生 牝5鹿 母 ミスティークⅡ 母母 Montfleur 14戦3勝 賞金 70，322，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ヒルノダカール号の騎手武豊は，病気のため浜中俊に変更。
※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 ファインスティール号
（非抽選馬） 1頭 ブリーズスズカ号

01034 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第10競走 ��
��1，200�

しんしゅん

新春ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

510 スギノヴォルケーノ 牡5鹿 57 C．ルメール 杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 500＋ 61：08．7 1．8�
23 カレングロリアーレ 牡5鹿 57 岡田 祥嗣鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 454－ 21：09．12 29．5�
816 キアロスクーロ �8黒鹿57 坂井 瑠星水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 518± 0 〃 アタマ 44．6�
12 クインズチャパラ 牝6鹿 55 小崎 綾也 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 B460－ 2 〃 クビ 45．5�
36 	 デルマカトリーナ 牝5鹿 55 和田 竜二浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 440＋ 41：09．2クビ 4．5�
612 アーズローヴァー 牝5鹿 55 北村 友一 	キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム B464－ 21：09．41
 6．4

35 コロラトゥーレ 牝7鹿 55 川須 栄彦廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 484＋ 8 〃 クビ 52．3�
24 � マルカテノール 牡7鹿 57 太宰 啓介日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 492＋ 61：09．5
 60．3�
815 コウエイダリア 牝7黒鹿55 松山 弘平伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 498－101：09．6クビ 28．2
713 イ オ ラ ニ �10黒鹿57 酒井 学 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 492± 01：09．81� 200．7�
47 イサチルホープ 牡9栗 57 国分 恭介小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 492± 01：10．01� 55．4�
59 メイショウカリン 牝7鹿 55 島 克駿松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 508－ 8 〃 ハナ 18．9�
611 ショウナンタイガ 牡5鹿 57 岩田 康誠国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 追分ファーム 492＋121：10．31� 51．0�
48 スターリーステージ 牝6鹿 55 松若 風馬吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－121：10．51� 24．7�
714 スリーケープマンボ �6鹿 57 長岡 禎仁永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 B490＋101：10．61 58．9�
11 ヒ イ ナ ヅ キ 牝5栗 55 荻野 極 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 452－ 41：10．7
 45．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，972，200円 複勝： 104，625，500円 枠連： 32，611，600円
馬連： 165，859，000円 馬単： 79，115，300円 ワイド： 119，380，100円
3連複： 252，744，900円 3連単： 346，413，400円 計： 1，171，722，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 480円 � 720円 枠 連（2－5） 1，660円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，420円 �� 11，470円

3 連 複 ��� 26，730円 3 連 単 ��� 89，340円

票 数

単勝票数 計 709722 的中 � 313691（1番人気）
複勝票数 計1046255 的中 � 425770（1番人気）� 36872（7番人気）� 23308（9番人気）
枠連票数 計 326116 的中 （2－5） 15144（7番人気）
馬連票数 計1658590 的中 �� 37704（9番人気）
馬単票数 計 791153 的中 �� 12987（10番人気）
ワイド票数 計1193801 的中 �� 23761（9番人気）�� 21997（12番人気）�� 2596（72番人気）
3連複票数 計2527449 的中 ��� 7091（68番人気）
3連単票数 計3464134 的中 ��� 2811（217番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．4―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．0―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スギノヴォルケーノ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．7．21 中京7着

2016．1．30生 牡5鹿 母 バクシンカーリー 母母 スギノチビカリアン 19戦4勝 賞金 73，644，000円
〔騎手変更〕 スギノヴォルケーノ号の騎手武豊は，病気のためC．ルメールに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アレス号・インスピレーション号・ファーストフォリオ号・プリカジュール号・ブリッツアウェイ号

１レース目 ３レース目



01035 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第55回日刊スポーツ賞シンザン記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，800万
円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

712 ピクシーナイト 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 536－ 21：33．3 13．0�
23 ルークズネスト 牡3鹿 56 幸 英明窪田 芳郎氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 500± 01：33．51	 20．4�
610 バスラットレオン 牡3鹿 56 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 478± 01：33．7
 4．2�
815 ク ク ナ 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 450± 01：33．8� 2．4�
46 セラフィナイト 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 438－ 41：34．01� 20．7	
22 ブルーシンフォニー 牡3鹿 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 41：34．1� 34．2

11 マリアエレーナ 牝3芦 54 川島 信二金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 416＋ 4 〃 アタマ 38．6�
814 ワ ザ モ ノ 牡3鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 504± 01：34．2クビ 97．7�
59 ル ー ス 牝3栗 54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 494＋12 〃 クビ 124．9
611 レゾンドゥスリール 牡3黒鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：34．41	 13．2�
35 ダディーズビビッド 牡3鹿 56 浜中 俊田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 492± 01：34．5� 16．6�
58 トーカイキング 牡3栗 56 和田 竜二田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 446± 01：34．6� 176．7�
47 ファルヴォーレ 牡3芦 56 吉田 隼人杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 448± 01：35．23� 46．8�
34 カスティーリャ 牡3栗 56 松山 弘平 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 追分ファーム 446＋141：35．41� 13．2�
713 ロードマックス 牡3鹿 56 岩田 望来 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 442－ 21：35．71
 8．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 399，583，400円 複勝： 490，823，100円 枠連： 220，196，900円 馬連： 1，259，948，300円 馬単： 436，741，600円
ワイド： 770，829，500円 3連複： 2，161，661，300円 3連単： 2，790，454，800円 5重勝： 727，902，300円 計： 9，258，141，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 320円 � 440円 � 180円 枠 連（2－7） 2，980円

馬 連 �� 11，980円 馬 単 �� 21，940円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 1，040円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 13，750円 3 連 単 ��� 118，210円

5 重 勝
対象競走：中京9R／中山10R／中京10R／中山11R／中京11R

キャリーオーバー なし����� 1，464，170円

票 数

単勝票数 計3995834 的中 � 244184（4番人気）
複勝票数 計4908231 的中 � 367902（5番人気）� 250249（8番人気）� 865713（2番人気）
枠連票数 計2201969 的中 （2－7） 57223（12番人気）
馬連票数 計12599483 的中 �� 86651（39番人気）
馬単票数 計4367416 的中 �� 14928（68番人気）
ワイド票数 計7708295 的中 �� 65781（35番人気）�� 194576（10番人気）�� 187493（11番人気）
3連複票数 計21616613 的中 ��� 117827（49番人気）
3連単票数 計27904548 的中 ��� 17114（380番人気）
5重勝票数 計7279023 的中 ����� 348

ハロンタイム 12．5―10．9―11．3―11．6―11．8―11．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．7―46．3―58．1―1：09．7―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ピクシーナイト �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．9．26 中京1着

2018．5．14生 牡3鹿 母 ピクシーホロウ 母母 ラインレジーナ 3戦2勝 賞金 48，066，000円
〔騎手変更〕 ダディーズビビッド号の騎手武豊は，病気のため浜中俊に変更。
※ルース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01036 1月10日 晴 良 （3中京1） 第3日 第12競走 1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

36 ジャスパーイーグル 牡4栗 56
55 ☆森 裕太朗加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B498＋ 41：12．3 6．1�

714 カイルアコナ 牝4鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：12．5� 2．0�
611 シ ョ ウ ブ 牡5鹿 57 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 492＋10 〃 アタマ 5．6�
815 シンゼンブースター �5栗 57 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494＋ 61：12．92� 8．0�
48 � メイショウオウギ 牝5芦 55 幸 英明松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 438＋ 4 〃 ハナ 70．7	
23 スマートルミエール 牡4鹿 56 北村 友一大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 452－ 6 〃 ハナ 12．4

59 ラ ボ エ ー ム 牝4黒鹿54 藤懸 貴志ライオンレースホース� 大根田裕之 浦河 浦河日成牧場 446－ 41：13．21� 52．6�
510 ウォーターウキウキ 牝4青鹿54 西村 淳也山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B462± 01：13．3� 108．1�
11 � ラブリースパイス 牝7栗 55 荻野 極前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 452－ 61：13．51� 106．1
12 ルールシェーバー 牡4鹿 56 吉田 隼人儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 480＋ 81：13．6クビ 20．3�
816 ワンダーダイカネン 牡4鹿 56 松若 風馬山本 能成氏 今野 貞一 新ひだか 城地牧場 492＋121：13．81� 33．7�
47 � パルフェアンジュ 牝5栗 55 岩田 望来�イクタ 飯田 雄三 新冠 村本牧場 464± 01：13．9� 28．9�
24 フラベリフォーム 牡6鹿 57

56 ☆亀田 温心水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 470－ 4 〃 アタマ 106．8�
35 プリサイスショット 牡4鹿 56 水口 優也山上 和良氏 吉田 直弘 浦河 小林 仁 498－ 51：14．43 29．2�
612� ユーデモニクス �6青鹿57 川島 信二岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ウエスタンファーム 466＋ 4 〃 ハナ 73．9�
713� メイショウイギョク 牡5鹿 57 国分 優作松本 好雄氏 坂口 智康 日高 ヤナガワ牧場 476－ 51：14．93 193．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 102，566，700円 複勝： 135，721，500円 枠連： 42，839，600円
馬連： 214，470，700円 馬単： 95，764，200円 ワイド： 170，149，000円
3連複： 331，627，800円 3連単： 473，410，400円 計： 1，566，549，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 110円 � 160円 枠 連（3－7） 440円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 280円 �� 540円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計1025667 的中 � 133500（3番人気）
複勝票数 計1357215 的中 � 147105（4番人気）� 413791（1番人気）� 189372（2番人気）
枠連票数 計 428396 的中 （3－7） 74457（1番人気）
馬連票数 計2144707 的中 �� 320789（1番人気）
馬単票数 計 957642 的中 �� 43449（6番人気）
ワイド票数 計1701490 的中 �� 157524（2番人気）�� 70438（5番人気）�� 189034（1番人気）
3連複票数 計3316278 的中 ��� 241602（1番人気）
3連単票数 計4734104 的中 ��� 61453（7番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―11．7―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．5―35．1―46．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスパーイーグル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．7．21 中京16着

2017．2．7生 牡4栗 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 12戦2勝 賞金 14，600，000円
［他本会外：3戦0勝］

〔騎手変更〕 シンゼンブースター号の騎手武豊は，病気のため池添謙一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フレッシュステージ号
（非抽選馬） 4頭 カガジャスティス号・キングドンドルマ号・セイスケルツォ号・ハトマークタイガー号

５レース目



（3中京1）第3日 1月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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
厩務員出走奨励金

246，460，000円
5，620，000円
27，820，000円
1，810，000円
29，200，000円
74，531，500円
5，232，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
1，082，809，400円
1，507，376，800円
455，278，400円
2，487，347，400円
975，628，800円
1，808，362，300円
4，030，849，200円
5，053，506，700円
727，902，300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
5 重 勝
計 18，129，061，300円

総入場人員 1，817名 （有料入場人員 1，584名）
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