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01073 1月23日 雨 良 （3中京1） 第7日 第1競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

22 ク ー プ ラ ン 牡3鹿 56 和田 翼森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 今 牧場 524－ 21：55．0 8．5�
11 � ヴォワドアンジェ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-

neys Farm, LLC 454± 01：55．31� 1．3�
68 ラインポラリス 牡3鹿 56 岩田 康誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 484－10 〃 アタマ 17．0�
55 タイスケフェイス 牡3鹿 56 幸 英明 STレーシング 石橋 守 新冠 高瀬牧場 472－ 21：55．62 7．1�
33 � コスモシェルパ 牡3鹿 56 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor

e Farm 444± 01：56．77 87．0�
67 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± 01：56．91 69．8	
710 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 474－ 41：57．11� 14．5

44 ニシノコウメイ 牡3鹿 56 和田 竜二西山 茂行氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：58．27 44．7�
79 ユキノフラッシュ 牡3黒鹿56 岩田 望来嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 474± 01：58．3クビ 20．8�
56 ジーハーモニー 牝3青鹿54 川須 栄彦ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 438＋ 41：59．36 153．6�
812 エーティーゴーオー 牡3栗 56 中井 裕二荒木 徹氏 木原 一良 浦河 辻 牧場 492＋101：59．83 54．4�
811� モズティアラ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 キャピタル・システム 松下 武士 米 Alpha Delta

Stables, LLC 474＋ 2 （競走中止） 95．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，038，400円 複勝： 170，747，300円 枠連： 8，599，200円
馬連： 50，894，400円 馬単： 33，410，100円 ワイド： 54，179，300円
3連複： 85，837，400円 3連単： 135，930，100円 計： 579，636，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 180円 � 110円 � 190円 枠 連（1－2） 540円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 230円 �� 850円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 400384 的中 � 37519（3番人気）
複勝票数 計1707473 的中 � 61415（4番人気）� 1356719（1番人気）� 54784（5番人気）
枠連票数 計 85992 的中 （1－2） 12255（3番人気）
馬連票数 計 508944 的中 �� 71653（2番人気）
馬単票数 計 334101 的中 �� 14915（6番人気）
ワイド票数 計 541793 的中 �� 69536（2番人気）�� 13620（10番人気）�� 46779（4番人気）
3連複票数 計 858374 的中 ��� 43067（5番人気）
3連単票数 計1359301 的中 ��� 9498（33番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―13．5―13．1―12．4―12．7―13．2―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―38．2―51．3―1：03．7―1：16．4―1：29．6―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．6
1
3
1，8（2，11）（3，9）（4，5，10）（7，12）－6・（1，8）（2，10）（9，7）（3，12）（5，11）4－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ク ー プ ラ ン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2020．10．31 京都16着

2018．3．8生 牡3鹿 母 サトノジェイド 母母 Mystic Lips 3戦1勝 賞金 5，610，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走中止〕 モズティアラ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 クリノドラゴン号の騎手国分恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・7番）

01074 1月23日 雨 良 （3中京1） 第7日 第2競走 1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

66 ペプチドハオー 牡3栗 56 松山 弘平沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 482－ 41：13．2 7．8�
22 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 426－ 41：13．62� 32．9�
78 イサチルプリンス 牡3黒鹿56 長岡 禎仁小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 490＋ 41：13．7� 3．9�
79 イルデレーヴ 牡3鹿 56 岩田 望来 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 478－ 21：13．91� 1．5�
33 スターオブドーレ 牡3黒鹿56 荻野 琢真光安 了氏 田所 秀孝 日高 原田ファーム 466＋ 21：14．64 30．5�
67 メイショウコトダマ 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 466－ 6 〃 ハナ 36．3	
811 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 482＋ 21：14．7� 89．1

44 トリプルフォー 牝3黒鹿54 坂井 瑠星�ジーホース 矢作 芳人 浦河 谷口牧場 430－ 41：15．01� 21．5�
55 ニホンピロビグラス 牡3鹿 56 田中 健小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 490＋ 41：15．63� 65．5
11 タツリュウオー 牝3黒鹿54 加藤 祥太�しょうじ 加用 正 新ひだか 城地牧場 438＋ 41：16．02� 15．7�
810 ヤマニンバルトロ 牡3鹿 56 岩田 康誠土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 486＋ 21：16．32 138．4�
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売 得 金
単勝： 35，055，500円 複勝： 127，998，200円 枠連： 8，487，200円
馬連： 46，875，700円 馬単： 31，081，000円 ワイド： 43，654，500円
3連複： 71，985，800円 3連単： 113，893，700円 計： 479，031，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 460円 � 1，590円 � 430円 枠 連（2－6） 7，340円

馬 連 �� 9，920円 馬 単 �� 18，720円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 590円 �� 980円

3 連 複 ��� 12，190円 3 連 単 ��� 97，600円

票 数

単勝票数 計 350555 的中 � 35563（3番人気）
複勝票数 計1279982 的中 � 76230（3番人気）� 19425（8番人気）� 83752（2番人気）
枠連票数 計 84872 的中 （2－6） 896（12番人気）
馬連票数 計 468757 的中 �� 3659（21番人気）
馬単票数 計 310810 的中 �� 1245（38番人気）
ワイド票数 計 436545 的中 �� 5704（20番人気）�� 19884（7番人気）�� 11337（9番人気）
3連複票数 計 719858 的中 ��� 4426（29番人気）
3連単票数 計1138937 的中 ��� 846（198番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．6―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―36．4―49．0―1：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 ・（6，7）（2，9）（11，8）3（1，5）10－4 4 ・（6，7，9）2（11，8）3（1，5）（4，10）

勝馬の
紹 介

ペプチドハオー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．6．21 函館10着

2018．2．7生 牡3栗 母 ペプチドルビー 母母 ロゼットブランシュ 4戦1勝 賞金 5，870，000円
〔発走状況〕 ペプチドハオー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ペプチドハオー号は，発走調教再審査。
※イサチルプリンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 中京競馬 第７日



01075 1月23日 雨 稍重 （3中京1） 第7日 第3競走 1，800�3歳新馬
発走11時00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
1：47．6
1：47．6

重
重

11 メイショウクシナダ 牝3黒鹿54 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 498 ―1：56．4 3．0�
22 キタサンマーベラス 牝3栗 54 岩田 望来�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 464 ―1：56．61 11．1�
89 プレアヴィヒア 牝3栗 54 福永 祐一�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 518 ― 〃 ハナ 6．7�
44 トウカイベルシナル 牝3栗 54 古川 吉洋内村 正則氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 434 ―1：58．08 6．8�
66 アルムポテンツァ 牝3栗 54 松山 弘平﨑川美枝子氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 426 ―1：58．21� 18．7	
78 メ リ ス 牝3栗 54 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 454 ―1：59．05 18．0

810 グ ラ ヴ ィ テ 牝3黒鹿54 川田 将雅栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 488 ―1：59．85 2．6�
33 ブライティアライト 牝3栗 54 国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 新ひだか 小倉 光博 416 ―2：00．11� 101．3�
77 ペガサスファーマ 牝3鹿 54 中井 裕二飯田 正剛氏 武 英智 新ひだか 千代田牧場 412 ―2：00．74 79．2
55 サンマルファミリー 牝3青鹿54 国分 優作相馬 勇氏 大根田裕之 平取 びらとり牧場 454 ―2：01．97 47．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，665，600円 複勝： 37，332，400円 枠連： 7，136，400円
馬連： 37，087，800円 馬単： 21，095，100円 ワイド： 30，126，700円
3連複： 50，992，300円 3連単： 74，955，400円 計： 291，391，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 230円 � 190円 枠 連（1－2） 1，620円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 520円 �� 530円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 16，620円

票 数

単勝票数 計 326656 的中 � 86540（2番人気）
複勝票数 計 373324 的中 � 85159（2番人気）� 35587（5番人気）� 46464（4番人気）
枠連票数 計 71364 的中 （1－2） 3402（7番人気）
馬連票数 計 370878 的中 �� 20543（5番人気）
馬単票数 計 210951 的中 �� 6624（8番人気）
ワイド票数 計 301267 的中 �� 15172（5番人気）�� 14662（6番人気）�� 9307（9番人気）
3連複票数 計 509923 的中 ��� 11473（11番人気）
3連単票数 計 749554 的中 ��� 3268（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―38．8―52．1―1：04．9―1：17．9―1：31．2―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．5
1
3
1，8（2，9）－（4，10）3－6，5，7・（1，8）9（2，10）（4，5）（3，6）7

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

勝馬の
紹 介

メイショウクシナダ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2018．3．22生 牝3黒鹿 母 メイショウワカツキ 母母 シ ー ヴ ェ 1戦1勝 賞金 6，000，000円

01076 1月23日 雨 稍重 （3中京1） 第7日 第4競走 ��1，200�3歳1勝クラス
発走11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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

55 ヨッシーフェイス 牡3芦 56 川須 栄彦 STレーシング 寺島 良 新ひだか グランド牧場 470± 01：12．1 3．0�
66 ジェットエンブレム 牡3栗 56 松山 弘平犬塚悠治郎氏 石坂 正 日高 浜本牧場 496＋ 41：12．31� 11．7�
33 ミスズグランドオー 牡3栗 56 武 豊永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478± 0 〃 ハナ 4．8�
11 メイショウデージー 牝3鹿 54 田中 健松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 林 孝輝 488＋ 21：12．61� 76．9�
22 シゲルメダリスト 牡3鹿 56 岩田 望来森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 474± 01：12．7� 17．6�
811 ワイズマンハート 牡3鹿 56 岩田 康誠吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 474－ 61：12．8� 3．8�
67 スギノマジェスティ 牡3栗 56 池添 謙一杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 458＋ 61：12．91 6．3	
78 ア ル ナ ー ジ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介安原 浩司氏 昆 貢 浦河 宮内牧場 464－ 21：13．0� 19．0

810 ノットイェット 牝3鹿 54 和田 竜二�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 476－ 61：13．85 33．2�
79 カガフラッシュ 牡3黒鹿56 川島 信二香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 474＋ 81：14．11� 102．0
44 コパノキャッチング 牡3黒鹿56 松若 風馬小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 454＋ 61：14．3� 17．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，080，200円 複勝： 63，230，700円 枠連： 7，982，200円
馬連： 58，210，900円 馬単： 25，928，400円 ワイド： 50，670，000円
3連複： 81，754，200円 3連単： 96，294，100円 計： 425，150，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 270円 � 160円 枠 連（5－6） 780円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 840円 �� 350円 �� 680円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 18，290円

票 数

単勝票数 計 410802 的中 � 106531（1番人気）
複勝票数 計 632307 的中 � 117208（2番人気）� 49072（5番人気）� 113809（3番人気）
枠連票数 計 79822 的中 （5－6） 7851（3番人気）
馬連票数 計 582109 的中 �� 17938（7番人気）
馬単票数 計 259284 的中 �� 4759（13番人気）
ワイド票数 計 506700 的中 �� 14552（9番人気）�� 40136（2番人気）�� 18312（7番人気）
3連複票数 計 817542 的中 ��� 18820（8番人気）
3連単票数 計 962941 的中 ��� 3817（55番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―34．9―47．0―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨッシーフェイス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2020．7．4 阪神2着

2018．5．3生 牡3芦 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム 5戦2勝 賞金 17，000，000円



01077 1月23日 雨 稍重 （3中京1） 第7日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時20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
1：58．3
1：56．1

良
良

22 ナ ギ サ 牝3鹿 54 武 豊本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 488－ 62：04．1 3．7�
810 エイカイステラ 牝3鹿 54 福永 祐一二木 英德氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：04．2� 2．5�
78 コーディアル 牝3青鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 アタマ 2．8�
79 シ ャ ン ブ ル 牝3青鹿54 川須 栄彦 �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 474－122：04．62 14．2�
811 フランチャコルタ 牝3鹿 54 長岡 禎仁永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 460－102：05．02� 98．2	
44 ブリングミージョイ 牝3鹿 54 中井 裕二飯田 良枝氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 474± 02：05．1� 55．0

33 スマートミニヨン 牝3栗 54 幸 英明大川 徹氏 河内 洋 日高 本間牧場 426－ 22：05．63 85．7�
67 ダリアテソーロ 牝3芦 54 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 幌村牧場 442－10 〃 ハナ 15．3�
11 ラ ミ ア 牝3鹿 54

51 ▲服部 寿希野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 424± 02：06．34 164．8
55 ショウナンカモーン 牝3青鹿54 池添 謙一国本 哲秀氏 稲垣 幸雄 登別 青藍牧場 448± 02：06．72� 105．2�
66 ショレアドルチェ 牝3鹿 54 松若 風馬 �YGGホースクラブ 寺島 良 日高 奥山 博 448＋102：07．01� 25．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，636，300円 複勝： 48，776，500円 枠連： 9，780，200円
馬連： 54，138，700円 馬単： 30，249，100円 ワイド： 46，147，000円
3連複： 82，759，300円 3連単： 124，165，300円 計： 437，652，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 160円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 2，010円

票 数

単勝票数 計 416363 的中 � 90007（3番人気）
複勝票数 計 487765 的中 � 106963（2番人気）� 122384（1番人気）� 104378（3番人気）
枠連票数 計 97802 的中 （2－8） 16266（3番人気）
馬連票数 計 541387 的中 �� 88559（2番人気）
馬単票数 計 302491 的中 �� 23776（4番人気）
ワイド票数 計 461470 的中 �� 63584（2番人気）�� 48781（3番人気）�� 79046（1番人気）
3連複票数 計 827593 的中 ��� 189028（1番人気）
3連単票数 計1241653 的中 ��� 44647（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．1―13．0―12．9―12．5―12．1―11．7―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―37．3―50．3―1：03．2―1：15．7―1：27．8―1：39．5―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナ ギ サ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．1．5 中京2着

2018．2．16生 牝3鹿 母 ユキノクイーン 母母 ラスターゲイン 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走状況〕 ラミア号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ラミア号は，発走調教再審査。

01078 1月23日 雨 重 （3中京1） 第7日 第6競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時55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
2：09．9
2：09．7

良
良

812 ハギノロマネスク 牝3鹿 54 小崎 綾也日隈 良江氏 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ B460－ 62：17．9 31．0�

44 サイモンメガライズ 牡3鹿 56 福永 祐一澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 496± 02：18．53� 1．9�
67 イクスプロージョン 牡3鹿 56 松山 弘平近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 474－ 22：18．61 3．0�
33 リンフレスカンテ 牡3黒鹿56 岩田 康誠名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 448＋ 42：18．91� 64．9�
22 ミステリーウェイ �3黒鹿56 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B480± 0 〃 ハナ 13．1	
79 ミッキートレーゼ 牡3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 B486－ 42：19．0� 6．5

11 ジョウショーペース 牡3芦 56 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 482± 02：19．85 62．8�
55 バ ケ ル 牡3青鹿56 �島 良太ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 480± 02：19．91 29．9�
710 レイワミノル 牡3黒鹿56 幸 英明松岡 研司氏 高柳 大輔 日高 宝寄山 拓樹 B478＋ 22：20．0� 25．8
56 ニホンピロコール 牡3黒鹿56 田中 健小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476± 02：20．53 162．0�
811 トウカイクラルテ �3鹿 56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 464－ 62：20．81� 131．2�
68 アダムスマイリー 牡3黒鹿56 坂井 瑠星廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 446＋ 22：21．22� 41．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，147，900円 複勝： 64，176，800円 枠連： 9，894，100円
馬連： 51，694，000円 馬単： 32，714，200円 ワイド： 44，686，200円
3連複： 77，902，800円 3連単： 131，819，300円 計： 448，035，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，100円 複 勝 � 330円 � 110円 � 120円 枠 連（4－8） 1，780円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 7，470円

ワ イ ド �� 650円 �� 860円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 25，560円

票 数

単勝票数 計 351479 的中 � 9055（7番人気）
複勝票数 計 641768 的中 � 19410（6番人気）� 330858（1番人気）� 102928（2番人気）
枠連票数 計 98941 的中 （4－8） 4296（5番人気）
馬連票数 計 516940 的中 �� 16382（7番人気）
馬単票数 計 327142 的中 �� 3281（18番人気）
ワイド票数 計 446862 的中 �� 14424（7番人気）�� 10604（12番人気）�� 98427（1番人気）
3連複票数 計 779028 的中 ��� 32507（5番人気）
3連単票数 計1318193 的中 ��� 3738（71番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．1―13．4―13．2―13．0―12．6―12．5―12．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．3―36．4―49．8―1：03．0―1：16．0―1：28．6―1：41．1―1：53．2―2：05．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8
1
3
12，8（6，11）9，7（5，4）－2，10，3－1・（12，8）11－9（6，5，7）（2，4）－10－（3，1）

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

勝馬の
紹 介

ハギノロマネスク �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．23 小倉9着

2018．5．2生 牝3鹿 母 ハギノウィッシュ 母母 アヴェニューズレディ 4戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 ハギノロマネスク号の騎手小崎綾也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・7番）



01079 1月23日 雨 稍重 （3中京1） 第7日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時25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

611 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 492－ 21：12．5 5．5�

23 コ ウ イ チ 牡4芦 56 岩田 康誠桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 502＋241：12．6� 3．3�
48 ワルツフォーデビー 牡4栗 56 松山 弘平風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 450＋ 41：12．7クビ 18．3�
59 タガノブディーノ 牝6栗 55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502－ 41：13．01� 4．8�
11 ア タ ミ 牡7黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 490＋ 21：13．21 26．3�
47 スマートルミエール 牡4鹿 56 坂井 瑠星大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 454＋ 2 〃 クビ 10．3	
35 エクスチェンジ 牝4栗 54 加藤 祥太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 482＋ 41：13．3クビ 13．7

714 ソルトキャピタル 牡4鹿 56 藤岡 佑介杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 518－ 21：13．4� 8．1�
12 ミヤコシスター 牝4鹿 54 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 476－ 4 〃 クビ 34．1�
815 リ ラ イ ト 牡5青 57 岩田 望来前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 平山牧場 472＋101：13．71� 32．0
510� 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 440＋ 2 〃 ハナ 16．1�
713� フレンドアリス 牝6栗 55 柴山 雄一横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 464＋ 41：14．12� 159．8�
24 サリーバランセ 牝5栗 55 古川 吉洋黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 484± 0 〃 ハナ 111．7�
612 ダ ウ ラ ギ リ 牡4芦 56 北村 友一 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 520± 01：14．31� 49．3�
816 ベ ル ポ ー ト 牝5青鹿55 藤井勘一郎大社 聡氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 462± 01：14．61� 45．2�
36 � ウインストロベリー 牝6栗 55 田中 健村岡 曉憲氏 服部 利之 日高 モリナガファーム 464＋221：15．02� 223．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，642，100円 複勝： 56，499，300円 枠連： 12，564，200円
馬連： 67，834，500円 馬単： 26，534，500円 ワイド： 60，833，400円
3連複： 103，710，000円 3連単： 101，215，800円 計： 464，833，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 190円 � 490円 枠 連（2－6） 1，130円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，770円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 42，290円

票 数

単勝票数 計 356421 的中 � 50960（3番人気）
複勝票数 計 564993 的中 � 100116（2番人気）� 80920（3番人気）� 23141（8番人気）
枠連票数 計 125642 的中 （2－6） 8603（4番人気）
馬連票数 計 678345 的中 �� 39710（3番人気）
馬単票数 計 265345 的中 �� 6551（7番人気）
ワイド票数 計 608334 的中 �� 25774（3番人気）�� 8587（25番人気）�� 11347（16番人気）
3連複票数 計1037100 的中 ��� 9752（24番人気）
3連単票数 計1012158 的中 ��� 1735（110番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．5―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 ・（3，4）（5，12）（2，8，16）（10，13）1（6，7）（11，15）14－9 4 ・（3，4）5（2，8，12）（1，10，16）13（11，7）（6，15）（14，9）

勝馬の
紹 介

シンゼンブースター �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 トーヨーレインボー デビュー 2018．11．3 京都1着

2016．4．23生 �5栗 母 ジーエスレインボー 母母 ハッピーマドンナ 16戦2勝 賞金 23，590，000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 シアトルトウショウ号
（非抽選馬） 1頭 ペリトモレノ号

01080 1月23日 雨 稍重 （3中京1） 第7日 第8競走 1，900�4歳以上1勝クラス
発走13時55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

44 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 474＋ 22：00．5 7．6�
811 ハンメルフェスト 牡4黒鹿56 岩田 康誠�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 558＋ 82：00．71� 8．6�
55 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 B508－ 22：01．02 8．8�
810 クラウンデザイアー 牡4黒鹿56 松若 風馬�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 482＋142：01．2� 31．1�
22 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 438－ 82：01．41� 5．9	
67 エブリワンブラック 牡4鹿 56 武 豊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B484－ 22：01．5クビ 3．1

11 オ ー マ オ 牡5栗 57 和田 竜二吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 ハナ 24．7�
78 キャルブルー 牡4黒鹿56 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 508－ 22：01．6� 94．8�
79 テイエムホイッスル 牡4栗 56 中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 484＋222：02．02 13．7
66 ロードグリュック 牡4鹿 56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 4 〃 アタマ 19．1�
33 エカテリンブルク 牡4青鹿56 岩田 望来吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B518＋162：02．1� 5．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，882，600円 複勝： 74，857，300円 枠連： 9，711，400円
馬連： 76，619，900円 馬単： 32，166，500円 ワイド： 65，868，500円
3連複： 110，779，200円 3連単： 139，717，500円 計： 556，602，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 230円 � 310円 � 210円 枠 連（4－8） 3，640円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 9，140円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 690円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 9，000円 3 連 単 ��� 61，870円

票 数

単勝票数 計 468826 的中 � 49064（4番人気）
複勝票数 計 748573 的中 � 85249（5番人気）� 57012（6番人気）� 97400（3番人気）
枠連票数 計 97114 的中 （4－8） 2064（19番人気）
馬連票数 計 766199 的中 �� 14262（16番人気）
馬単票数 計 321665 的中 �� 2638（37番人気）
ワイド票数 計 658685 的中 �� 14365（14番人気）�� 25198（6番人気）�� 12329（16番人気）
3連複票数 計1107792 的中 ��� 9228（33番人気）
3連単票数 計1397175 的中 ��� 1637（225番人気）

ハロンタイム 7．5―11．4―12．1―14．0―12．8―12．5―12．3―12．6―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．5―18．9―31．0―45．0―57．8―1：10．3―1：22．6―1：35．2―1：47．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウコジョウ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Thousand Words デビュー 2019．11．24 京都3着

2017．4．9生 牡4鹿 母 ハービンジャーラス 母母 Penang Cry 9戦2勝 賞金 18，260，000円



01081 1月23日 雨 重 （3中京1） 第7日 第9競走 ��1，400�
かしこじま

賢 島 特 別
発走14時25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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

44 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 504＋ 21：22．6 4．6�
89 メイショウドウドウ 牡6黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 492＋ 41：22．7� 6．8�
33 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 488＋ 21：22．8� 11．3�
77 エ グ レ ム ニ 牡4鹿 56 和田 竜二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム B486＋ 21：22．9クビ 25．3�
88 カヌメラビーチ 牡5芦 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B486± 0 〃 クビ 3．3�
66 � コスモエスパーダ 牡5青 57 国分 優作 	ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 496－ 21：23．21	 5．7

55 ダノンハイパワー 牡7黒鹿57 坂井 瑠星�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 520＋121：23．3� 39．7�
22 アングルティール 牝6黒鹿55 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B440－ 41：23．4	 5．0�
11 ルーチェデラヴィタ 牝4鹿 54 幸 英明安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 442－ 61：24．14 15．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，921，800円 複勝： 77，583，600円 枠連： 13，036，200円
馬連： 84，040，000円 馬単： 36，163，500円 ワイド： 62，724，500円
3連複： 112，283，000円 3連単： 165，110，400円 計： 598，863，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 210円 � 250円 枠 連（4－8） 430円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 690円 �� 790円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 24，550円

票 数

単勝票数 計 479218 的中 � 83309（2番人気）
複勝票数 計 775836 的中 � 115487（3番人気）� 99865（5番人気）� 72636（6番人気）
枠連票数 計 130362 的中 （4－8） 23401（1番人気）
馬連票数 計 840400 的中 �� 36030（8番人気）
馬単票数 計 361635 的中 �� 7565（15番人気）
ワイド票数 計 627245 的中 �� 23910（10番人気）�� 20506（13番人気）�� 15928（16番人気）
3連複票数 計1122830 的中 ��� 15289（25番人気）
3連単票数 計1651104 的中 ��� 4874（103番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―11．6―11．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．7―46．3―57．8―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．3
3 1（2，4，6）7－3（5，8）9 4 1（7，2，4）6，3（5，8）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップウインク �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2019．12．1 中山5着

2017．2．17生 牝4青 母 ディマクコンダ 母母 マストビーラヴド 10戦3勝 賞金 42，476，000円

01082 1月23日 雨 重 （3中京1） 第7日 第10競走 ��
��2，000�

わかごま

若駒ステークス（Ｌ）
発走15時00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1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

22 ウインアグライア 牝3鹿 54 和田 竜二�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 42：03．8 10．8�
66 ヴァリアメンテ 牡3青鹿56 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 0 〃 クビ 6．2�
77 グロリアムンディ 牡3鹿 56 福永 祐一吉田 和美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：04．33 2．1�
55 タイセイドリーマー 牡3栗 56 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 486± 0 〃 ハナ 14．0�
33 レヴェッツァ 牡3鹿 56 池添 謙一早野 誠氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464－102：04．61	 4．8�
44 アドマイヤザーゲ 牡3鹿 56 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：05．13
 4．6	
11 � ジャスパードリーム 牡3栗 56 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts

Humphrey Jr. 526－ 22：06．48 25．6

（7頭）

売 得 金
単勝： 81，491，700円 複勝： 74，708，600円 枠連： 発売なし
馬連： 118，420，300円 馬単： 55，863，200円 ワイド： 62，822，500円
3連複： 120，768，200円 3連単： 302，124，700円 計： 816，199，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 510円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 680円 �� 420円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 19，350円

票 数

単勝票数 計 814917 的中 � 60089（5番人気）
複勝票数 計 747086 的中 � 55192（5番人気）� 85371（4番人気）
馬連票数 計1184203 的中 �� 31255（13番人気）
馬単票数 計 558632 的中 �� 6388（27番人気）
ワイド票数 計 628225 的中 �� 21456（11番人気）�� 37022（6番人気）�� 66319（3番人気）
3連複票数 計1207682 的中 ��� 46739（9番人気）
3連単票数 計3021247 的中 ��� 11317（79番人気）

ハロンタイム 13．3―11．4―12．4―12．3―12．1―12．1―12．6―12．3―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．7―37．1―49．4―1：01．5―1：13．6―1：26．2―1：38．5―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインアグライア �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Arch デビュー 2020．6．6 東京1着

2018．2．25生 牝3鹿 母 ウインアルテミス 母母 Walker’s Gal 5戦3勝 賞金 43，322，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



01083 1月23日 雨 重 （3中京1） 第7日 第11競走 ��1，400�
とよあけ

豊明ステークス
発走15時35分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，2．1．25以降3．1．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

豊明市長賞（1着）
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
1：19．6
1：19．0

良
良

713 メイショウチタン 牡4黒鹿56 幸 英明松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 472＋ 21：22．8 5．3�
815 キアロスクーロ �8黒鹿55 藤岡 佑介水上 行雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 514－ 41：23．01� 17．5�
510 タガノスカイハイ 牡6鹿 55 藤井勘一郎八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502＋ 4 〃 アタマ 32．0�
59 オールザゴー 牡7鹿 55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－101：23．1クビ 22．9�
35 ハーフバック 牝5黒鹿52 高倉 稜本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 478＋ 81：23．2� 13．3�
48 ムーンチャイム 牝6栗 54 川田 将雅ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 6 〃 クビ 3．9	
12 トウケイミラ 牝4鹿 53 �島 良太木村 信彦氏 高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 438± 01：23．3	 7．9

11 アプルーヴァル 牡6鹿 54 和田 竜二近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 514－ 41：23．4	 8．1�
36 シトラスノート 牝5鹿 53 岩田 望来吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 466＋101：23．51 14．6�
23 スカイパッション 牝9栗 50 川島 信二小林都美子氏 新谷 功一 日高 下河辺牧場 476＋ 61：23．6クビ 128．0
611 ドラグーンシチー 牡6鹿 55 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 486－201：23．7	 20．3�
816 ペイシャドリーム 牝5鹿 53 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新冠 ラツキー牧場 462－ 21：23．91	 48．6�
714 レッドイグニス �8黒鹿55 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B472－ 61：24．0� 66．5�
612 グランソヴァール 牡5芦 55 柴山 雄一広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 518＋ 21：24．1クビ 38．8�
47 ショウナンマッシブ 牡7鹿 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 480－ 41：24．2	 43．2�
24 トウカイオラージュ 牡5栗 55 松若 風馬内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 478－ 41：24．94 6．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，909，700円 複勝： 139，161，300円 枠連： 57，068，400円
馬連： 278，951，100円 馬単： 87，857，100円 ワイド： 184，805，600円
3連複： 463，703，600円 3連単： 445，328，500円 計： 1，745，785，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 380円 � 640円 枠 連（7－8） 2，180円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 2，830円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 34，120円 3 連 単 ��� 151，930円

票 数

単勝票数 計 889097 的中 � 132592（2番人気）
複勝票数 計1391613 的中 � 222730（2番人気）� 89909（6番人気）� 48886（10番人気）
枠連票数 計 570684 的中 （7－8） 20212（11番人気）
馬連票数 計2789511 的中 �� 63033（13番人気）
馬単票数 計 878571 的中 �� 12127（18番人気）
ワイド票数 計1848056 的中 �� 38102（12番人気）�� 16687（34番人気）�� 9615（57番人気）
3連複票数 計4637036 的中 ��� 10190（120番人気）
3連単票数 計4453285 的中 ��� 2125（520番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―34．9―46．7―58．4―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウチタン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．6．29 函館5着

2017．3．12生 牡4黒鹿 母 ラルティスタ 母母 セクシーココナッツ 16戦4勝 賞金 58，963，000円
〔制裁〕 トウケイミラ号の騎手�島良太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

メイショウチタン号の騎手幸英明は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カレングロリアーレ号・ネリッサ号・ブルスクーロ号・リリーバレロ号・リレーションシップ号

01084 1月23日 雨 重 （3中京1） 第7日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

48 � ピ ン シ ャ ン 牡4栗 56 松山 弘平冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With
Me Stables Inc. 468＋ 61：23．6 8．1�

47 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 510－ 41：23．81� 5．5�
815 テンテキセンセキ 牡4黒鹿56 武 豊岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 476－ 41：24．11� 2．2�
23 ロードキング 牡8鹿 57 岩田 望来市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B498± 0 〃 ハナ 13．7�
611 ヴィーナスフローラ 牝7栗 55 蛯名 正義大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：24．52 45．2�
612 コンクエストシチー 	9栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 468＋ 41：24．6� 81．8	
816 ダンケシェーン 	6栗 57 福永 祐一 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 482＋ 4 〃 クビ 5．1

36 
 マイネルプロンプト 	9黒鹿57 国分 優作岡田 壮史氏 坂口 智康 新冠 コスモヴューファーム 482＋101：24．8� 104．2�
713 サ ヴ ァ イ ヴ 牡4青 56 坂井 瑠星中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 4 〃 ハナ 17．5�
35 ド ゥ リ ト ル 牡6黒鹿57 藤井勘一郎大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋ 61：24．9� 74．7
714 ウ メ タ ロ ウ 牡6黒鹿57 長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B504－ 21：25．0� 56．4�
12 カネコメアサヒ 牡5栗 57 和田 竜二髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B450－ 6 〃 クビ 77．7�
11 ゴールデンチョイス 牡5青鹿57 中井 裕二田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B472± 01：25．53 135．3�
24 
 ア ノ マ リ ー 牡6青鹿57 池添 謙一吉田 勝利氏 小崎 憲 新ひだか 三石川上牧場 498－181：25．92� 141．5�
59 ギ ン ゴ ー 牡8鹿 57 城戸 義政�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 B504＋ 21：26．96 292．0�
510� スポーカンテソーロ 牝5栗 55 幸 英明了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Summer-
hill Farm B534＋ 61：27．21� 15．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，198，800円 複勝： 95，332，800円 枠連： 34，010，300円
馬連： 149，386，500円 馬単： 59，210，000円 ワイド： 111，536，900円
3連複： 232，635，000円 3連単： 271，554，600円 計： 1，026，864，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 250円 � 170円 � 120円 枠 連（4－4） 2，620円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 760円 �� 450円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 14，840円

票 数

単勝票数 計 731988 的中 � 71553（4番人気）
複勝票数 計 953328 的中 � 70842（5番人気）� 135781（3番人気）� 276756（1番人気）
枠連票数 計 340103 的中 （4－4） 10052（8番人気）
馬連票数 計1493865 的中 �� 45723（8番人気）
馬単票数 計 592100 的中 �� 8000（16番人気）
ワイド票数 計1115369 的中 �� 33067（7番人気）�� 60970（4番人気）�� 140343（1番人気）
3連複票数 計2326350 的中 ��� 129610（2番人気）
3連単票数 計2715546 的中 ��� 13264（33番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．9―12．5―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．2―46．1―58．6―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ピ ン シ ャ ン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．7．27 小倉3着

2017．3．14生 牡4栗 母 Beauty and Light 母母 Gaudete 9戦2勝 賞金 21，550，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 ゲンパチマイティー号
（非抽選馬） 2頭 アカツキジョー号・ライトオブピース号



（3中京1）第7日 1月23日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
良後稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 142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

214，890，000円
25，060，000円
1，020，000円
22，590，000円
59，351，000円
3，905，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
599，670，600円
1，030，404，800円
178，269，800円
1，074，153，800円
472，272，700円
818，055，100円
1，595，110，800円
2，102，109，400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 7，870，047，000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7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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