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01061 1月17日 曇 良 （3中京1） 第6日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時00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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

612 エイユーストロング 牡3青鹿56 和田 竜二笹部 義則氏 鈴木 孝志 様似 富田 恭司 468＋121：13．4 5．0�
11 ミ ラ ク ル 牝3鹿 54 荻野 極�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 458＋ 81：13．61� 121．2�
24 ブリリアントキング 牡3黒鹿56 福永 祐一ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：14．02 1．5�
815 オープンワールド 牡3青鹿 56

55 ☆団野 大成�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 472± 01：14．11 135．1�
48 マクシミリアン 牡3栗 56 太宰 啓介�ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 448± 0 〃 アタマ 17．6	
611 ニホンピロジャック 牡3黒鹿56 和田 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 454－ 41：14．41� 46．9

23 ベストオブラック 牡3鹿 56 西村 淳也グリーンスウォード羽月 友彦 新ひだか 三石川上牧場 488－ 41：14．61� 18．9�
59 コパノピッチング 牡3鹿 56 小牧 太小林 祥晃氏 宮 徹 新冠 サンローゼン 492± 01：14．7クビ 16．2�
47 スペシャリティ 牝3青鹿54 池添 謙一中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 410－ 61：14．8� 14．3
714 ペガサスウイング 牝3青鹿54 川須 栄彦中野 義一氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 446± 01：15．11� 37．3�
816 グランドアルナイル 牡3栗 56 国分 優作田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 480－ 8 〃 アタマ 31．6�
12 クロヌサンファン 牡3鹿 56 高倉 稜 �コスモヴューファーム 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 476－ 2 〃 ハナ 194．6�
36 クリノヴァニラ 牝3栗 54 内田 博幸栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 横井 哲 474－101：15．2� 44．9�
713 タ カ ミ ズ 牝3栗 54

53 ☆森 裕太朗清水 義德氏 吉田 直弘 浦河 ヒダカフアーム 430－161：15．52 29．1�
510 スゴウデノハンター �3鹿 56 小崎 綾也岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル 422－ 61：16．03 147．2�
35 アンジュブラン 牝3芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 静内杉下牧場 500－ 21：16．85 171．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，688，800円 複勝： 132，756，700円 枠連： 11，644，700円
馬連： 59，074，300円 馬単： 37，126，800円 ワイド： 64，315，000円
3連複： 108，540，800円 3連単： 144，555，800円 計： 599，702，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 150円 � 1，430円 � 110円 枠 連（1－6） 16，260円

馬 連 �� 29，230円 馬 単 �� 40，180円

ワ イ ド �� 5，120円 �� 230円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 143，960円

票 数

単勝票数 計 416888 的中 � 66084（2番人気）
複勝票数 計1327567 的中 � 103186（2番人気）� 6033（12番人気）� 910940（1番人気）
枠連票数 計 116447 的中 （1－6） 555（24番人気）
馬連票数 計 590743 的中 �� 1566（48番人気）
馬単票数 計 371268 的中 �� 693（65番人気）
ワイド票数 計 643150 的中 �� 2791（49番人気）�� 90033（1番人気）�� 5513（29番人気）
3連複票数 計1085408 的中 ��� 7655（33番人気）
3連単票数 計1445558 的中 ��� 728（316番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．6―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．9―48．5―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイユーストロング �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．10．10 京都4着

2018．5．7生 牡3青鹿 母 エイユーモモチャン 母母 ヘリテージゴールド 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イサチルプリンス号

01062 1月17日 曇 良 （3中京1） 第6日 第2競走 1，900�3歳未勝利
発走10時30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

810 ロ ス コ フ 牡3鹿 56 西村 淳也吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 484－ 22：02．2 6．9�
66 アレクサンドロス 牡3黒鹿56 福永 祐一吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496＋102：02．94 3．0�
89 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 B474± 02：03．21� 45．2�

78 ウォリアープライド 牡3鹿 56 和田 竜二名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456± 02：03．3� 4．6�
77 ヒミノフラッシュ 牡3黒鹿56 内田 博幸佐々木八郎氏 川村 禎彦 平取 原田 新治 532＋ 62：03．4� 3．3�
55 エイシンイルハーン 牡3鹿 56 藤井勘一郎平井 淑郎氏 大久保龍志 浦河 栄進牧場 474－ 62：03．5� 41．7	
11 サンライズグリット 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 456－ 22：03．71 6．1

33 ハイラブハンター 牡3鹿 56 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 484－ 42：04．23 129．9�
44 マイネルキャラバン 牡3鹿 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新ひだか 稲葉牧場 502－ 62：06．4大差 74．7�
22 ショウナンサキガケ 牡3黒鹿56 岩田 康誠国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 508－102：06．5� 28．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，359，000円 複勝： 39，050，900円 枠連： 7，236，900円
馬連： 42，920，500円 馬単： 21，481，800円 ワイド： 35，826，900円
3連複： 63，132，900円 3連単： 92，312，900円 計： 331，321，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 150円 � 560円 枠 連（6－8） 1，060円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，220円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 52，610円

票 数

単勝票数 計 293590 的中 � 33858（5番人気）
複勝票数 計 390509 的中 � 51950（5番人気）� 88693（1番人気）� 13053（7番人気）
枠連票数 計 72369 的中 （6－8） 5268（6番人気）
馬連票数 計 429205 的中 �� 25650（7番人気）
馬単票数 計 214818 的中 �� 5719（15番人気）
ワイド票数 計 358269 的中 �� 18782（8番人気）�� 3975（21番人気）�� 4890（16番人気）
3連複票数 計 631329 的中 ��� 4536（31番人気）
3連単票数 計 923129 的中 ��� 1272（137番人気）

ハロンタイム 7．4―11．3―12．4―14．1―13．5―12．7―12．6―12．6―12．4―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．7―31．1―45．2―58．7―1：11．4―1：24．0―1：36．6―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ス コ フ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．11 福島4着

2018．2．6生 牡3鹿 母 ベルプラージュ 母母 ベルフィーチャー 4戦1勝 賞金 7，500，000円

第１回 中京競馬 第６日



01063 1月17日 曇 良 （3中京1） 第6日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走11時00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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

510 メイショウマンサク 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好�氏 石橋 守 安平 �橋本牧場 526＋181：26．4 174．8�
714 クリノキララ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 田所 秀孝 日高 増尾牧場 430± 0 〃 アタマ 18．6�
815 エンタイトルド 牝3栗 54 坂井 瑠星 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 416－ 41：27．14 35．4�
47 ダノンバジリア 牝3栗 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 516＋14 〃 クビ 5．3	
48 クローズネスト 牝3芦 54 福永 祐一飯田 正剛氏 安田 翔伍 新ひだか 千代田牧場 432－ 41：27．41� 4．2

35 ドナライトニング 牝3黒鹿54 武 豊小川眞査雄氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 478－ 41：27．5クビ 2．5�
59 メ デ ィ シ ス 牝3鹿 54 高倉 稜中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 B476－ 61：27．6� 150．7�
611 ワンダーチア 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成山本 能成氏 吉村 圭司 浦河 秋場牧場 440－ 2 〃 クビ 39．1
24 ガールズヒロイン 牝3黒鹿54 小崎 綾也山下 良子氏 湯窪 幸雄 浦河 村中牧場 428－ 61：27．7クビ 21．1�
23 ディープシーテッド 牝3栗 54 岩田 康誠山田 裕仁氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 440－101：27．8� 25．2�
816 ローゼライト 牝3鹿 54 和田 竜二中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 430± 01：27．9� 35．9�
713 ルビースター 牝3黒鹿54 池添 謙一林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 484± 01：28．32� 7．1�
12 グランキティ 牝3鹿 54 川須 栄彦間宮 秀直氏 新谷 功一 新ひだか 今 牧場 404＋ 21：28．83 72．4�
36 マ ラ ッ カ 牝3鹿 54 松若 風馬福田 光博氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム B428－ 81：28．9クビ 92．4�
612 ジオパークフローラ 牝3鹿 54 西村 淳也小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 424－ 21：29．64 37．0�
11 マジックランプ 牝3黒鹿54 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 新冠 松浦牧場 478± 01：30．02� 91．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，032，700円 複勝： 59，755，600円 枠連： 13，498，500円
馬連： 59，362，400円 馬単： 27，015，900円 ワイド： 58，200，700円
3連複： 91，045，600円 3連単： 97，301，400円 計： 446，212，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 17，480円 複 勝 � 3，730円 � 520円 � 750円 枠 連（5－7） 13，580円

馬 連 �� 119，490円 馬 単 �� 316，590円

ワ イ ド �� 23，290円 �� 28，290円 �� 4，960円

3 連 複 ��� 689，730円 3 連 単 ��� 3，919，080円

票 数

単勝票数 計 400327 的中 � 1832（16番人気）
複勝票数 計 597556 的中 � 3934（16番人気）� 32554（6番人気）� 21194（8番人気）
枠連票数 計 134985 的中 （5－7） 770（25番人気）
馬連票数 計 593624 的中 �� 385（99番人気）
馬単票数 計 270159 的中 �� 64（207番人気）
ワイド票数 計 582007 的中 �� 643（99番人気）�� 529（105番人気）�� 3051（43番人気）
3連複票数 計 910456 的中 ��� 99（446番人気）
3連単票数 計 973014 的中 ��� 18（2498番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―12．4―12．8―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．9―47．3―1：00．1―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウマンサク �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 Point Given デビュー 2020．9．13 中京8着

2018．4．2生 牝3鹿 母 ペルサントクリール 母母 Try N Sue 3戦1勝 賞金 5，100，000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 タンキエットゥ号

01064 1月17日 曇 良 （3中京1） 第6日 第4競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時30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

11 リノユニヴァース 牡3黒鹿56 福永 祐一 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500 ―1：56．8 4．5�
55 カウンターテナー 牡3栗 56

55 ☆団野 大成ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456 ―1：56．9� 3．7�

78 � ソ ジ ュ ン 牡3芦 56 和田 竜二山口功一郎氏 安田 翔伍 米 Arturo
Vargas 510 ―1：57．75 16．4�

810 アスクチャーチル 牡3鹿 56 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488 ―1：58．12� 6．4�
79 ノ ブ シ 牡3青 56 川田 将雅河内 孝夫氏 藤岡 健一 日高 増尾牧場 490 ―1：58．21 2．5	
44 アコンカグア 牡3鹿 56 柴山 雄一寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 526 ―1：58．41 37．3

22 キーストーリー 牡3青 56 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 日高 クリアファーム 482 ― 〃 ハナ 49．2�
33 ブラックアリエス 牡3鹿 56 藤井勘一郎 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム B516 ―2：00．2大差 39．4�
66 エ ル デ 牡3黒鹿56 高倉 稜名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 高橋 修 472 ―2：00．62� 41．5
67 ケ オ ナ 牡3栗 56 池添 謙一林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 508 ―2：01．02� 21．9�
811 イーゴサンライズ 牝3鹿 54 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 476 ―2：01．95 42．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，264，000円 複勝： 39，020，500円 枠連： 7，401，900円
馬連： 40，932，300円 馬単： 23，228，500円 ワイド： 35，237，700円
3連複： 58，512，600円 3連単： 82，854，800円 計： 326，452，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 170円 � 330円 枠 連（1－5） 1，260円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 480円 �� 860円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，960円 3 連 単 ��� 18，130円

票 数

単勝票数 計 392640 的中 � 68706（3番人気）
複勝票数 計 390205 的中 � 54637（3番人気）� 67903（2番人気）� 25767（5番人気）
枠連票数 計 74019 的中 （1－5） 4525（4番人気）
馬連票数 計 409323 的中 �� 27365（4番人気）
馬単票数 計 232285 的中 �� 8250（7番人気）
ワイド票数 計 352377 的中 �� 19859（5番人気）�� 10365（9番人気）�� 7198（11番人気）
3連複票数 計 585126 的中 ��� 8844（13番人気）
3連単票数 計 828548 的中 ��� 3313（50番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―13．9―13．3―13．0―13．2―13．0―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―39．2―52．5―1：05．5―1：18．7―1：31．7―1：44．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．1
1
3

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

・（10，11）8（9，7）（1，5）－2（6，4）＝3・（10，11，8）（9，5）7，1，2（6，4）＝3
勝馬の
紹 介

リノユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo 初出走

2018．2．26生 牡3黒鹿 母 ボ シ ン シ ェ 母母 Hatoof 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※ケオナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01065 1月17日 曇 良 （3中京1） 第6日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時20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 ウィンドリッパー 牡3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480＋ 82：01．6 4．6�
48 ブレークアップ 牡3栗 56 柴山 雄一阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 488－ 82：01．7� 62．1�
59 セブンサミット 牡3青鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 498－ 42：02．12� 3．0�
24 キタサンシンドー 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成�大野商事 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：02．31� 18．9�
11 サトノラムセス 牡3鹿 56 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 468－ 62：02．4� 2．1	
510 マイネルマーティン 牡3栗 56 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 42：03．14 33．0

35 フ ォ レ ス タ 牝3鹿 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 410± 02：03．2クビ 116．8�
12 テーオーターナー 牡3鹿 56 和田 竜二小笹 公也氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 504 ―2：03．3� 16．8�
36 ネイチャーシップ 牡3芦 56 松若 風馬井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 468＋ 42：03．4� 49．6
815 コスモクロシオ 牡3黒鹿56 藤井勘一郎 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 日高 日高大洋牧場 454＋ 82：04．25 183．2�
612 カズノオジョウ 牝3青 54 小崎 綾也鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 458－ 82：04．3クビ 125．3�
714 ナリタダイアリー 牝3青鹿54 国分 優作�オースミ 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 438－ 82：04．51� 187．7�
47 ク オ ン タ ム 牝3芦 54 荻野 極�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 B440＋ 6 〃 � 43．6�
611 シングンジョーイ 牡3鹿 56 坂井 瑠星伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 452＋ 22：05．13� 119．9�
713 オメガクラージュ 牝3黒鹿54 西村 淳也原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 432± 02：05．2� 116．9�
816 スケボーマン 牡3黒鹿56 大野 拓弥石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 B472－ 82：05．41� 147．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，601，100円 複勝： 58，255，200円 枠連： 13，960，300円
馬連： 64，964，200円 馬単： 31，395，900円 ワイド： 55，893，900円
3連複： 103，897，300円 3連単： 140，502，400円 計： 513，470，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 890円 � 160円 枠 連（2－4） 3，730円

馬 連 �� 12，930円 馬 単 �� 21，840円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 260円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 72，340円

票 数

単勝票数 計 446011 的中 � 76329（3番人気）
複勝票数 計 582552 的中 � 81611（3番人気）� 12033（9番人気）� 119023（2番人気）
枠連票数 計 139603 的中 （2－4） 2900（9番人気）
馬連票数 計 649642 的中 �� 3893（23番人気）
馬単票数 計 313959 的中 �� 1078（39番人気）
ワイド票数 計 558939 的中 �� 5721（20番人気）�� 64908（3番人気）�� 7195（19番人気）
3連複票数 計1038973 的中 ��� 10286（20番人気）
3連単票数 計1405024 的中 ��� 1408（165番人気）

ハロンタイム 12．9―10．6―12．6―12．6―12．6―12．6―12．4―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．5―36．1―48．7―1：01．3―1：13．9―1：26．3―1：38．0―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィンドリッパー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．8．23 新潟5着

2018．1．31生 牡3鹿 母 スピードリッパー 母母 ポ ッ プ ス 4戦1勝 賞金 8，310，000円
※テーオーターナー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01066 1月17日 曇 良 （3中京1） 第6日 第6競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時50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
1：47．6
1：47．6

重
重

44 メイショウヨソユキ 牝5黒鹿 55
54 ☆団野 大成松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454－ 21：53．0 6．3�

22 ラヴォアドゥース 牝4栃栗54 和田 竜二�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋161：53．21 12．2�

56 スワーヴシールズ �4鹿 56 福永 祐一�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム 494＋161：53．41� 2．1�
33 ワイドレッジャドロ 牡4黒鹿56 松若 風馬幅田 京子氏 加用 正 浦河 成隆牧場 506＋ 81：53．61� 7．7�
55 リアルシング 牡4黒鹿56 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 540－ 41：54．55 12．0�
68 ティケイプルメリア 牝4鹿 54 川須 栄彦田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 446－ 41：54．6クビ 42．2	
67 ウ ー ゴ 牡4鹿 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 21：54．92 5．7

811 ナムラゴロフキン 牡4鹿 56 柴山 雄一奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 488＋ 2 〃 ハナ 15．2�
11 アナザークイーン 牝5黒鹿55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B468＋ 61：55．43 138．7
710 テイエムクイーン 牝4鹿 54 坂井 瑠星竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 490－ 81：55．61� 46．6�
79 � メイショウイギョク 牡5鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 坂口 智康 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 61：57．19 130．0�
812� ムーンレース �4栗 56 大野 拓弥�レッドマジック高柳 大輔 日高 下河辺牧場 500－ 71：57．52� 33．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，134，700円 複勝： 54，765，900円 枠連： 9，268，000円
馬連： 58，261，600円 馬単： 27，075，500円 ワイド： 57，178，400円
3連複： 84，316，300円 3連単： 102，028，400円 計： 437，028，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 250円 � 140円 枠 連（2－4） 2，540円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 760円 �� 300円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 17，450円

票 数

単勝票数 計 441347 的中 � 55323（3番人気）
複勝票数 計 547659 的中 � 82049（2番人気）� 44735（6番人気）� 126497（1番人気）
枠連票数 計 92680 的中 （2－4） 2820（12番人気）
馬連票数 計 582616 的中 �� 16104（11番人気）
馬単票数 計 270755 的中 �� 3795（20番人気）
ワイド票数 計 571784 的中 �� 17754（10番人気）�� 53221（1番人気）�� 28044（5番人気）
3連複票数 計 843163 的中 ��� 30694（5番人気）
3連単票数 計1020284 的中 ��� 4237（53番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．3―12．8―12．2―12．4―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．0―50．8―1：03．0―1：15．4―1：27．8―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
4，6（2，11）（9，12）3，7，5，10，8－1
4，6（2，11）12（3，9）（5，7）8，10，1

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨソユキ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2018．12．28 阪神8着

2016．5．20生 牝5黒鹿 母 ライラックノカオリ 母母 アイテイスター 12戦2勝 賞金 18，560，000円



01067 1月17日 曇 良 （3中京1） 第6日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13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

510 アメージングラン 牡4鹿 56 和田 竜二深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 512＋ 21：25．3 4．7�
11 シュガーサンダー 牡5鹿 57 福永 祐一ニットー商事� 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 494± 01：25．41 2．4�
59 ジャミールフエルテ �5鹿 57

56 ☆団野 大成吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 474＋121：25．5� 18．8�
611 オーマイオーマイ 牡4鹿 56 西村 淳也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 472＋ 71：25．6� 21．1�
35 トライハード 牝4黒鹿54 池添 謙一長谷川光司氏 松田 国英 新冠 川上 悦夫 468－ 81：25．7クビ 13．1�
24 エターナリー 牡4栗 56 坂井 瑠星吉田 晴哉氏 西浦 勝一 安平 追分ファーム 452＋ 41：25．8� 7．0	
612 カガジャスティス 牡4鹿 56 大野 拓弥香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 526＋121：25．9� 103．7

48 � シュアゲイト 牡4鹿 56 高倉 稜 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B494＋14 〃 ハナ 38．2�
47 � ジャコエマリックン 牡5栗 57 太宰 啓介晴間 芳次氏 中尾 秀正 新ひだか 前川 ミツ 480＋22 〃 クビ 125．9�
36 ア タ ミ 牡7黒鹿57 荻野 琢真副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 488± 01：26．0� 120．8
23 タガノゴマチャン 牡5芦 57 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 482＋ 81：26．21� 33．0�
713 スターズプレミア 牡4鹿 56 川田 将雅 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 476＋161：26．94 6．6�
714 サンライズクロンヌ 牡8栗 57 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 B502± 0 〃 クビ 33．5�
815 アポロヴィクトリア 牝4鹿 54 荻野 極アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 426± 01：27．75 64．3�
816 ルールシェーバー 牡4鹿 56 内田 博幸儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム 478－ 21：27．8� 49．1�
12 � ハトマークタイガー �5鹿 57 小坂 忠士山田美喜男氏 奥村 豊 白老 社台牧場 B486＋ 21：29．8大差 119．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，195，800円 複勝： 68，118，100円 枠連： 13，223，500円
馬連： 85，246，500円 馬単： 37，685，700円 ワイド： 70，731，700円
3連複： 128，163，700円 3連単： 151，522，400円 計： 602，887，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 130円 � 340円 枠 連（1－5） 440円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 280円 �� 960円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 10，770円

票 数

単勝票数 計 481958 的中 � 81216（2番人気）
複勝票数 計 681181 的中 � 102828（2番人気）� 182845（1番人気）� 36497（6番人気）
枠連票数 計 132235 的中 （1－5） 22919（1番人気）
馬連票数 計 852465 的中 �� 129657（1番人気）
馬単票数 計 376857 的中 �� 20701（4番人気）
ワイド票数 計 707317 的中 �� 74866（1番人気）�� 17316（11番人気）�� 23237（6番人気）
3連複票数 計1281637 的中 ��� 38942（5番人気）
3連単票数 計1515224 的中 ��� 10195（25番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．4―12．7―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．8―47．2―59．9―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメージングラン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．10．5 京都5着

2017．5．18生 牡4鹿 母 マイディアソング 母母 フィールドソング 14戦1勝 賞金 17，820，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハトマークタイガー号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アイメイドイット号・フレンドアリス号

01068 1月17日 曇 良 （3中京1） 第6日 第8競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時50分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
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

714 キャノンバローズ �5鹿 57
56 ☆団野 大成猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 B454＋ 41：52．6 1．9�

612� ア ル ベ ニ ス 牡5栗 57 和田 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 456＋ 81：52．81 9．2�
611 ド ス ハ ー ツ 牡4黒鹿56 武 豊大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 478＋ 41：53．12 3．3�
36 ギガバッケン 牡6鹿 57 藤井勘一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B548－ 61：54．05 59．5�
24 アシャカリブラ 牡7黒鹿57 岩田 康誠吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B542＋ 6 〃 アタマ 11．3�
510 キャベンディッシュ 牡6栗 57 坂井 瑠星本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 506－ 21：54．1� 49．8	
713� コパノリッチマン 牡4栃栗56 和田 竜二小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 522＋ 2 〃 ハナ 35．5

23 サンデーミラージュ 牡4鹿 56 松若 風馬杉野 公彦氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 494＋261：54．3� 16．7�
816 グッドヘルスバイオ 牡5芦 57 川須 栄彦バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 478－ 4 〃 ハナ 53．8�
11 ランドジュピター 牡7鹿 57 国分 優作木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 474＋ 21：54．4� 142．3
47 ヒッチコック 牡5芦 57 池添 謙一薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 502－ 81：54．72 23．5�
12 キングレイスター 牡7鹿 57 小牧 太伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 512＋ 21：55．23 94．4�
59 クリノアントニヌス 牡7栗 57 西村 淳也栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 竹島 幸治 544＋141：55．94 188．9�
48 ダイメイギンガ 牝6栗 55 太宰 啓介宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 482＋20 〃 クビ 86．5�
35 � ザプリオレス 牡5鹿 57 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 510＋ 41：56．0	 51．0�
815 スズノアリュール 牡6鹿 57 内田 博幸新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム B490＋ 61：56．1クビ 64．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，727，800円 複勝： 61，632，600円 枠連： 15，899，500円
馬連： 75，459，300円 馬単： 36，315，700円 ワイド： 64，068，000円
3連複： 112，002，600円 3連単： 148，214，300円 計： 554，319，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 180円 � 120円 枠 連（6－7） 220円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 410円 �� 170円 �� 490円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 407278 的中 � 164486（1番人気）
複勝票数 計 616326 的中 � 248972（1番人気）� 51765（3番人気）� 114229（2番人気）
枠連票数 計 158995 的中 （6－7） 55188（1番人気）
馬連票数 計 754593 的中 �� 56561（2番人気）
馬単票数 計 363157 的中 �� 19332（3番人気）
ワイド票数 計 640680 的中 �� 34523（3番人気）�� 123449（1番人気）�� 28082（4番人気）
3連複票数 計1120026 的中 ��� 95791（1番人気）
3連単票数 計1482143 的中 ��� 25594（7番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―13．6―13．0―12．3―12．1―12．3―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―38．1―51．1―1：03．4―1：15．5―1：27．8―1：39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キャノンバローズ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．3．16 阪神1着

2016．5．2生 �5鹿 母 ベ ラ ル ー ナ 母母 エンジェルインザモーニング 13戦3勝 賞金 44，032，000円



01069 1月17日 曇 良 （3中京1） 第6日 第9競走 ��
��2，200�

ば い か

梅 花 賞
発走14時25分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

22 ディープモンスター 牡3青鹿56 武 豊 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 456＋ 22：13．6 2．0�
55 ヴェローチェオロ 牡3栗 56 川田 将雅大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 466＋ 62：13．81� 3．8�
66 ニホンピロマリブ 牡3鹿 56 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 456± 02：13．9� 7．4�
88 ギャラントウォリア 牡3青鹿56 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 502＋142：14．85 26．0�
11 セ ル ヴ ァ ン 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 2 〃 ハナ 74．5	
44 トーセンインパルス 牡3黒鹿56 池添 謙一島川 
哉氏 角居 勝彦 安平 追分ファーム 486＋ 8 〃 ハナ 12．2�
33 スタッドリー 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 62：15．11	 4．8�
77 ミッションレール 牡3鹿 56 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474± 02：16．16 36．8

（8頭）

売 得 金
単勝： 71，237，000円 複勝： 112，499，400円 枠連： 発売なし
馬連： 92，366，000円 馬単： 55，454，800円 ワイド： 61，221，800円
3連複： 119，558，700円 3連単： 323，886，600円 計： 836，224，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 210円 �� 300円 �� 310円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 712370 的中 � 276838（1番人気）
複勝票数 計1124994 的中 � 665367（1番人気）� 128358（3番人気）� 82761（4番人気）
馬連票数 計 923660 的中 �� 156799（2番人気）
馬単票数 計 554548 的中 �� 61528（2番人気）
ワイド票数 計 612218 的中 �� 82025（2番人気）�� 49917（4番人気）�� 47695（5番人気）
3連複票数 計1195587 的中 ��� 134391（2番人気）
3連単票数 計3238866 的中 ��� 111639（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．0―35．6―48．3―1：01．1―1：13．5―1：26．1―1：38．5―1：50．2―2：01．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディープモンスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2020．10．31 京都1着

2018．3．5生 牡3青鹿 母 シスタリーラヴ 母母 Odylic 3戦2勝 賞金 21，325，000円

01070 1月17日 晴 良 （3中京1） 第6日 第10競走 ��
��1，800�

みやび

雅 ス テ ー ク ス
発走15時00分 （ダート・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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

714 マリオマッハー 牡4芦 56 内田 博幸サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 456－ 61：52．4 4．1�
12 メイショウダジン 牡4栗 56 団野 大成松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 474＋10 〃 ハナ 5．0�
612 エンダウメント 牡5黒鹿57 松若 風馬ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋141：52．5� 9．5�
11 テンザワールド 牡7栗 57 福永 祐一天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B426－ 81：52．6クビ 7．5�
510 マサハヤニース 牡6鹿 57 荻野 琢真中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 492＋141：53．02	 17．7�
36 タイガーインディ 牡4黒鹿56 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 464＋ 2 〃 クビ 8．0�
713 マイネルカイノン 牡6青鹿57 国分 優作 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 512＋ 21：53．1クビ 52．9

24 カフジキング 牡8鹿 57 西村 淳也加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 456－ 21：53．2� 9．3�
47 サンライズセナ 牡6栗 57 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 490－ 61：53．3クビ 24．7�
35 タガノボンバー 
6鹿 57 坂井 瑠星八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 B500＋121：53．4	 34．5
48 � ツブラナヒトミ 牡6栗 57 小崎 綾也加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 510＋ 21：53．5	 25．1�
611 ソングオブザハート 牝4鹿 54 川須 栄彦幅田 昌伸氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B432＋ 8 〃 クビ 25．5�
59 グレースゼット 牝5芦 55 小牧 太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 508－ 21：54．45 82．4�
816 レッドシルヴァーナ 牝5芦 55 岩田 康誠 	東京ホースレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム B520＋ 6 〃 ハナ 33．3�
23 マスターコード 牡7黒鹿57 池添 謙一	G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474＋ 61：54．71� 83．3�
815� ア ヴ ァ ン セ 牡5鹿 57 大野 拓弥飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 490－ 21：55．55 15．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，953，500円 複勝： 100，901，000円 枠連： 29，763，100円
馬連： 153，314，400円 馬単： 52，160，000円 ワイド： 121，648，400円
3連複： 247，102，700円 3連単： 233，022，400円 計： 992，865，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 190円 � 280円 枠 連（1－7） 640円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 660円 �� 950円 �� 770円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 17，580円

票 数

単勝票数 計 549535 的中 � 106627（1番人気）
複勝票数 計1009010 的中 � 171989（1番人気）� 138639（2番人気）� 81473（5番人気）
枠連票数 計 297631 的中 （1－7） 35881（1番人気）
馬連票数 計1533144 的中 �� 70407（2番人気）
馬単票数 計 521600 的中 �� 15104（2番人気）
ワイド票数 計1216484 的中 �� 47870（1番人気）�� 32259（8番人気）�� 40529（4番人気）
3連複票数 計2471027 的中 ��� 43747（4番人気）
3連単票数 計2330224 的中 ��� 9609（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．9―12．5―12．1―12．2―12．6―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．9―49．4―1：01．5―1：13．7―1：26．3―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マリオマッハー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．10．12 京都9着

2017．2．11生 牡4芦 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 11戦4勝 賞金 45，694，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 マサハヤニース号の騎手荻野琢真は，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いたことについて過怠

金10，000円。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アメリカンシード号・キッズアガチャー号・ジェミニズ号・シホノフォルテ号・スズカフェスタ号・

スマートランウェイ号・ダノンロイヤル号・ダンツキャッスル号・リネンファッション号

１レース目



01071 1月17日 晴 良 （3中京1） 第6日 第11競走 ��
��2，200�第68回日 経 新 春 杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
4歳以上，2．1．18以降3．1．11まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，204，000円 344，000円 172，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

714 ショウリュウイクゾ 牡5栗 53 団野 大成上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム B512＋102：11．8 19．6�
35 � ミスマンマミーア 牝6栗 52 松若 風馬吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 458－102：11．9� 99．0�
611 クラージュゲリエ 牡5鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496± 02：12．11	 7．6�
24 サンレイポケット 牡6黒鹿55 荻野 極永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 484＋162：12．2
 7．7�
23 サトノソルタス 牡6芦 55 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B506± 02：12．51� 13．6	
713� レイホーロマンス 牝8鹿 51 高倉 稜永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422± 0 〃 ハナ 45．1

48 サトノインプレッサ 牡4黒鹿56 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 478－ 62：12．6クビ 21．8�
612 ワセダインブルー 牡6鹿 54 大野 拓弥大冨 智弘氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 454＋ 8 〃 クビ 84．3�
59 ヴェロックス 牡5鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 498± 02：12．81
 4．7
510 アドマイヤビルゴ 牡4鹿 56 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 428－ 42：13．22
 2．8�
12 ロサグラウカ 牝6黒鹿51 荻野 琢真 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B456－ 22：13．3クビ 113．6�
11 ダイワキャグニー �7黒鹿57．5 内田 博幸大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B502＋ 6 〃 アタマ 6．8�
36 エアウィンザー �7黒鹿56 高田 潤 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 514＋16 〃 クビ 154．2�
47 バ レ リ オ 牡6芦 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B508＋ 42：14．36 45．5�
815 レクセランス 牡4鹿 54 西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：14．51	 49．8�
816 ミスディレクション �7黒鹿54 太宰 啓介�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 82：15．03 146．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 279，464，200円 複勝： 405，015，500円 枠連： 139，195，500円
馬連： 836，079，400円 馬単： 297，448，000円 ワイド： 602，512，100円
3連複： 1，719，125，000円 3連単： 2，031，049，200円 計： 6，309，888，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 500円 � 1，850円 � 310円 枠 連（3－7） 17，110円

馬 連 �� 58，060円 馬 単 �� 108，870円

ワ イ ド �� 10，610円 �� 1，620円 �� 7，070円

3 連 複 ��� 112，200円 3 連 単 ��� 961，790円

票 数

単勝票数 計2794642 的中 � 113961（7番人気）
複勝票数 計4050155 的中 � 214119（7番人気）� 51057（13番人気）� 390324（5番人気）
枠連票数 計1391955 的中 （3－7） 6304（25番人気）
馬連票数 計8360794 的中 �� 11159（75番人気）
馬単票数 計2974480 的中 �� 2049（145番人気）
ワイド票数 計6025121 的中 �� 14440（69番人気）�� 98380（19番人気）�� 21751（55番人気）
3連複票数 計17191250 的中 ��� 11491（209番人気）
3連単票数 計20310492 的中 ��� 1531（1344番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―12．9―12．5―11．9―11．7―11．8―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―23．7―35．3―48．2―1：00．7―1：12．6―1：24．3―1：36．1―1：47．9―1：59．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウイクゾ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．17 阪神1着

2016．2．11生 牡5栗 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 16戦4勝 賞金 125，415，000円
〔発走状況〕 クラージュゲリエ号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻7分遅延。
〔制裁〕 ヴェロックス号の騎手川田将雅は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番）

01072 1月17日 曇 良 （3中京1） 第6日 第12競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
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
1：32．3
1：30．3

良
良

22 エアロロノア 牡4鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 492－ 21：33．3 2．5�
33 ノルカソルカ 牡4栗 56 川田 将雅幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 498＋10 〃 ハナ 3．5�
68 チュウワノキセキ 牡4鹿 56 武 豊中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B480－ 41：33．93� 4．4�
812 ノーブルアース 牝6黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 486＋ 21：34．43 59．1�
710� サトノセシル 牝5鹿 55 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 英 Faisal Meshrf

Alqahtani 456± 0 〃 クビ 11．8�
813 セウラサーリ 牝4鹿 54 池添 謙一�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 41：34．61� 8．6	
711 アドマイヤシナイ 牡7鹿 57

56 ☆団野 大成近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞	湖 レイクヴィラファーム B460＋ 6 〃 クビ 75．3

45 ディアボレット 牝6栗 55 坂井 瑠星�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468＋ 21：34．7クビ 90．0�
11 メイショウカミシマ 牡7黒鹿57 和田 竜二松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 456－ 4 〃 ハナ 24．9�
44 トロイメント 牝5青 55 柴山 雄一�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 446－101：34．91� 41．0
56 サンディレクション 牡5鹿 57 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 21：35．0クビ 29．2�
69 シ ャ チ 牡4鹿 56 荻野 極中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 470± 01：35．1
 134．6�
57 ゲンパチアイアン 牡4鹿 56 川須 栄彦平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 482＋ 21：35．21 139．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 99，953，300円 複勝： 120，097，600円 枠連： 26，800，300円
馬連： 181，956，500円 馬単： 72，180，400円 ワイド： 135，152，800円
3連複： 268，362，000円 3連単： 364，044，100円 計： 1，268，547，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（2－3） 480円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 210円 �� 280円 �� 260円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，600円

票 数

単勝票数 計 999533 的中 � 312406（1番人気）
複勝票数 計1200976 的中 � 269255（1番人気）� 233920（2番人気）� 208409（3番人気）
枠連票数 計 268003 的中 （2－3） 42941（1番人気）
馬連票数 計1819565 的中 �� 303023（1番人気）
馬単票数 計 721804 的中 �� 66641（1番人気）
ワイド票数 計1351528 的中 �� 171147（1番人気）�� 117103（3番人気）�� 128317（2番人気）
3連複票数 計2683620 的中 ��� 293538（1番人気）
3連単票数 計3640441 的中 ��� 101131（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．5―47．0―58．5―1：09．8―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

エアロロノア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2019．12．21 阪神3着

2017．3．6生 牡4鹿 母 エアワンピース 母母 エアメサイア 9戦3勝 賞金 34，578，000円
〔制裁〕 メイショウカミシマ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※ディアボレット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（3中京1）第6日 1月17日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

282，870，000円
26，670，000円
2，490，000円
34，220，000円
6，000，000円
70，744，750円
4，837，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
833，611，900円
1，251，869，000円
287，892，200円
1，749，937，400円
718，569，000円
1，361，987，400円
3，103，760，200円
3，911，294，700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 13，218，921，800円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回中京競馬第6日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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