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01085 1月24日 小雨 不良 （3中京1） 第8日 第1競走 1，900�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
1：55．9
1：53．7

重
不良

79 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 502＋ 21：59．4 7．6�
33 シーニッククルーズ 牡3芦 56 武 豊 �キャロットファーム 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 494－ 61：59．82� 7．6�
67 ロイヤルダンス 牡3青鹿56 伊藤 工真上野 直樹氏 林 徹 新冠 山岡ファーム 484－ 42：00．43� 6．1�
44 ダッシュダクラウン 牡3青鹿56 福永 祐一星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 458＋ 4 〃 アタマ 1．6�
22 スリーケイエヌ 牡3栗 56 酒井 学永井商事� 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 470＋ 42：01．14 61．8	
710 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 466－ 42：01．84 11．0�
55 タガノイグナイト 牡3鹿 56 和田 竜二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 22：02．33 16．5�
11 リュウノダイモンジ 牡3栗 56 岩田 望来二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか 酒井 秀紀 472± 0 〃 クビ 87．4
812 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 B470± 02：02．51� 57．3�
56 スズカルビコン 牡3栗 56 松若 風馬永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B500－182：02．6クビ 41．0�
811 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 460－162：04．19 166．9�
68 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 B544－ 62：04．84 166．8�
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売 得 金
単勝： 43，862，900円 複勝： 97，169，000円 枠連： 10，412，600円
馬連： 62，904，500円 馬単： 36，354，600円 ワイド： 56，836，400円
3連複： 106，886，100円 3連単： 148，332，900円 計： 562，759，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 260円 � 320円 � 270円 枠 連（3－7） 1，520円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 630円 �� 620円 �� 650円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 23，350円

票 数

単勝票数 計 438629 的中 � 45878（3番人気）
複勝票数 計 971690 的中 � 99920（2番人気）� 75252（4番人気）� 95993（3番人気）
枠連票数 計 104126 的中 （3－7） 5300（6番人気）
馬連票数 計 629045 的中 �� 20346（8番人気）
馬単票数 計 363546 的中 �� 5546（16番人気）
ワイド票数 計 568364 的中 �� 23255（7番人気）�� 23403（6番人気）�� 22274（8番人気）
3連複票数 計1068861 的中 ��� 19809（11番人気）
3連単票数 計1483329 的中 ��� 4605（72番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―11．7―13．7―13．5―12．6―12．7―12．5―11．8―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．7―30．4―44．1―57．6―1：10．2―1：22．9―1：35．4―1：47．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチハマジ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．1．10 中京3着

2018．4．19生 牡3栗 母 ラブリイステラ 母母 タイキステラ 2戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムヴァスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月24日まで平地

競走に出走できない。

01086 1月24日 曇 不良 （3中京1） 第8日 第2競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

612 スペースフライト 牡3黒鹿56 田辺 裕信前田 晋二氏 佐々木晶三 平取 船越 伸也 524－101：24．7 14．4�
713 レ ー ニ ア 牝3黒鹿54 松若 風馬�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 41：25．23 29．9�
815 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± 0 〃 クビ 21．4�
611 コ ウ バ コ 牝3栗 54 幸 英明�LEVEL－K 北出 成人 新冠 長浜 秀昭 464－ 41：25．73 39．9�
23 コ ン セ プ ト 牡3青鹿56 北村 友一石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B462－ 4 〃 ハナ 8．9�
47 ウ ラ エ ウ ス 牡3青 56 武 豊吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 472± 01：25．91� 2．5	
24 ジューンビアンカ 牝3鹿 54 小崎 綾也吉川 潤氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 21：26．0� 201．8

48 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 434－ 21：26．1クビ 12．1�
59 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 470－ 61：26．31� 3．2
12 ウェイオブライト 牡3芦 56 松山 弘平岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 492－ 21：26．62 6．9�
36 インバシオン 牡3鹿 56 �島 良太田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム B488± 01：26．7� 197．7�
510 ナムラゴロー 牡3栗 56 藤井勘一郎奈村 睦弘氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 478＋ 21：27．23 130．3�
714 エコロゴールド 牡3栗 56 的場 勇人原村 正紀氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B496± 01：27．41� 301．2�
35 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± 01：27．82� 111．2�
816 サウンドダンス 牡3栗 56 長岡 禎仁増田 雄一氏 武 英智 新冠 飛渡牧場 456＋ 81：28．01 236．5�
11 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 426－ 21：28．74 319．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，839，000円 複勝： 62，764，900円 枠連： 10，543，600円
馬連： 63，906，300円 馬単： 30，012，000円 ワイド： 58，858，700円
3連複： 97，949，200円 3連単： 109，671，400円 計： 475，545，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 400円 � 680円 � 550円 枠 連（6－7） 7，230円

馬 連 �� 17，890円 馬 単 �� 32，760円

ワ イ ド �� 4，480円 �� 2，580円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 62，520円 3 連 単 ��� 320，610円

票 数

単勝票数 計 418390 的中 � 23199（6番人気）
複勝票数 計 627649 的中 � 44044（5番人気）� 23289（8番人気）� 29870（7番人気）
枠連票数 計 105436 的中 （6－7） 1129（19番人気）
馬連票数 計 639063 的中 �� 2767（34番人気）
馬単票数 計 300120 的中 �� 687（61番人気）
ワイド票数 計 588587 的中 �� 3378（34番人気）�� 5943（24番人気）�� 2933（37番人気）
3連複票数 計 979492 的中 ��� 1175（103番人気）
3連単票数 計1096714 的中 ��� 248（537番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．5―12．6―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―47．0―59．6―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．7
3 ・（12，15）9（7，11）8，14（4，13）2（16，3）6（1，5）10 4 ・（12，15）9（7，11）－8－（4，14）13（2，3）16（6，5）（1，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペースフライト �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．1．10 中京8着

2018．5．4生 牡3黒鹿 母 シャインプレジャー 母母 ウィンヒストリー 2戦1勝 賞金 5，100，000円

第１回 中京競馬 第８日



01087 1月24日 曇 不良 （3中京1） 第8日 第3競走 ��1，200�3歳新馬
発走11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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

612 ウルトラソニック 牡3鹿 56
55 ☆森 裕太朗中野 義一氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 482 ―1：13．1 2．4�

23 ティーティーゴー 牡3栗 56 福永 祐一康本 利幸氏 湯窪 幸雄 新冠 堤 牧場 464 ―1：13．41� 6．6�
611 エコロスター 牝3黒鹿54 田中 健原村 正紀氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 456 ―1：13．61� 109．1�
12 スズカスパーブオー 牡3栗 56 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか ゴールドアップカンパニー 510 ―1：13．8� 7．0�
47 セイブロッケン 牡3黒鹿56 松山 弘平金田 成基氏 加用 正 浦河 大道牧場 454 ―1：14．01� 6．9�
59 レオフューチャー 牡3栗 56 北村 友一親川 智行氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 536 ― 〃 ハナ 23．0�
48 サフランルーラー 牡3鹿 56 酒井 学海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 400 ― 〃 クビ 41．8	
35 ショウナンパプリカ 牡3鹿 56 岩田 康誠
湘南 新谷 功一 日高 中原牧場 484 ―1：14．1クビ 7．8�
11 チェリーヘルメス 牡3黒鹿56 藤井勘一郎櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 490 ―1：14．31� 79．6�
714 ヒロシゲクリスタル 牝3鹿 54 松若 風馬阿尾 浩和氏 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 462 ―1：14．83� 38．8
815 メイショウアゲシオ 牡3鹿 56 国分 優作松本 好雄氏 石橋 守 新冠 タニグチ牧場 470 ―1：15．54 48．6�
816 シンゼンダッシュ 牡3青鹿56 小崎 綾也原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 460 ―1：15．6� 28．3�
510 バトルナユタ 牝3黒鹿54 加藤 祥太宮川 秋信氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 508 ―1：15．91� 66．4�
713 ラピッドストリーム 牡3栗 56 坂井 瑠星�レッドマジック高柳 大輔 新ひだか グランド牧場 498 ―1：16．32 17．3�
36 アイルオブチェリー 牝3栗 54 和田 竜二ライオンレースホース� 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 426 ―1：16．94 28．3�
24 シエルクリーガー 牡3鹿 56 柴田 未崎岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 協和牧場 488 ―1：17．0クビ 158．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，354，700円 複勝： 47，535，100円 枠連： 11，434，400円
馬連： 52，177，400円 馬単： 24，201，500円 ワイド： 48，325，200円
3連複： 80，475，600円 3連単： 80，780，200円 計： 382，284，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 220円 � 2，040円 枠 連（2－6） 840円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 510円 �� 4，280円 �� 10，540円

3 連 複 ��� 28，740円 3 連 単 ��� 87，930円

票 数

単勝票数 計 373547 的中 � 120388（1番人気）
複勝票数 計 475351 的中 � 108206（1番人気）� 55534（4番人気）� 4163（15番人気）
枠連票数 計 114344 的中 （2－6） 10488（2番人気）
馬連票数 計 521774 的中 �� 41220（2番人気）
馬単票数 計 242015 的中 �� 12092（2番人気）
ワイド票数 計 483252 的中 �� 26655（3番人気）�� 2781（47番人気）�� 1117（80番人気）
3連複票数 計 804756 的中 ��� 2100（94番人気）
3連単票数 計 807802 的中 ��� 666（260番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．1―12．9―12．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．4―35．5―48．4―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウルトラソニック �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 アドマイヤドン 初出走

2018．2．16生 牡3鹿 母 パールブロッサム 母母 ヒ シ メ ロ ウ 1戦1勝 賞金 6，000，000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 メイショウシマト号

01088 1月24日 小雨 不良 （3中京1） 第8日 第4競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

11 ジュディッタ 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 公一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 21：51．3 7．5�

33 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 500＋ 41：51．72� 15．9�
44 トップザビル 牝3栗 54 武 豊吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 424± 0 〃 アタマ 9．1�
66 メガゴールド 牡3芦 56 田辺 裕信合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B516－ 21：51．8� 17．5�
88 マルモルーラー 牡3黒鹿56 幸 英明まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 512－ 21：52．33 5．9�
89 ピュアジャッジ 牡3鹿 56 松山 弘平�山際牧場 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 488－ 21：53．36 3．2	
77 クリノクラール 牡3鹿 56 酒井 学栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 488＋ 21：53．5� 24．7

55 ベルヴォーグ 牝3鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：54．13� 3．3�
22 タイセイアーメット 牡3栗 56 和田 竜二田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 門別山際牧場 472－ 61：55．710 12．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，661，900円 複勝： 57，209，600円 枠連： 8，479，100円
馬連： 61，748，600円 馬単： 30，538，200円 ワイド： 53，993，700円
3連複： 88，267，700円 3連単： 139，038，100円 計： 486，936，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 390円 � 240円 枠 連（1－3） 6，900円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 890円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 58，030円

票 数

単勝票数 計 476619 的中 � 50376（4番人気）
複勝票数 計 572096 的中 � 62843（5番人気）� 34481（7番人気）� 67190（4番人気）
枠連票数 計 84791 的中 （1－3） 952（19番人気）
馬連票数 計 617486 的中 �� 12959（16番人気）
馬単票数 計 305382 的中 �� 3293（31番人気）
ワイド票数 計 539937 的中 �� 12372（16番人気）�� 15922（12番人気）�� 8444（26番人気）
3連複票数 計 882677 的中 ��� 6489（47番人気）
3連単票数 計1390381 的中 ��� 1737（241番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．6―48．7―1：00．7―1：13．0―1：26．0―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュディッタ 
�
父 ダノンレジェンド 

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．11．7 阪神1着

2018．4．26生 牝3鹿 母 メリーウィドウ 母母 ウエディングメリー 2戦2勝 賞金 14，300，000円
〔発走状況〕 ベルヴォーグ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



01089 1月24日 小雨 不良 （3中京1） 第8日 第5競走 ��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

47 マ リ ー ナ 牝3青鹿54 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432＋ 21：23．4 2．5�

24 キャロライナリーパ 牝3黒鹿54 福永 祐一野嶋 祥二氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 アタマ 5．2�
35 アンセーニュ 牝3鹿 54 北村 友一吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 416－ 41：23．61� 4．9�
510 ブラックハート 牝3黒鹿54 幸 英明�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 412－101：23．91� 64．4�
23 ライブリーキング 牡3栗 56 内田 博幸加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 小野 秀治 456－ 81：24．22 13．5�
59 ヒ キ ガ ネ 牡3青鹿56 古川 吉洋村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 山野牧場 458－ 21：24．3� 9．3	
12 ミセスバローズ 牝3栗 54 松若 風馬猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 418＋ 21：24．4クビ 7．9

36 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 424－ 4 〃 ハナ 127．8�
816 プリペアード 牝3鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 408＋ 21：24．71� 132．8
11 ニシノレガシー 牡3青鹿56 中井 裕二西山 茂行氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 B502－ 61：24．8� 109．6�
48 ドルチェヴィータ 牝3黒鹿54 城戸 義政岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム 424－ 2 〃 アタマ 175．2�
713 ハクサンハーバー 牡3栗 56 �島 良太河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 472± 01：25．12 12．5�
612 ジャングルオー 牡3黒鹿56 酒井 学田畑 富子氏 西橋 豊治 浦河 小倉牧場 426－ 61：25．31� 129．5�
714 グランエース 牡3鹿 56 藤井勘一郎平川 浩之氏 粕谷 昌央 浦河 岡本 昌市 416－ 41：25．93� 196．5�
611 リュクスエンヴィ 牝3栗 54 加藤 祥太田畑 憲士氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 472 ―1：26．0クビ 50．5�
815 シゲルオリンピア 牡3黒鹿56 長岡 禎仁森中 蕃氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 � 139．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，607，800円 複勝： 59，735，200円 枠連： 11，263，600円
馬連： 70，577，500円 馬単： 30，177，700円 ワイド： 59，920，800円
3連複： 106，407，100円 3連単： 114，910，400円 計： 495，600，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 170円 枠 連（2－4） 470円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 250円 �� 320円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 426078 的中 � 132410（1番人気）
複勝票数 計 597352 的中 � 148461（1番人気）� 91695（2番人気）� 75533（3番人気）
枠連票数 計 112636 的中 （2－4） 18279（1番人気）
馬連票数 計 705775 的中 �� 99343（1番人気）
馬単票数 計 301777 的中 �� 26077（1番人気）
ワイド票数 計 599208 的中 �� 66269（1番人気）�� 47744（2番人気）�� 26586（5番人気）
3連複票数 計1064071 的中 ��� 71945（1番人気）
3連単票数 計1149104 的中 ��� 18348（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―12．0―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．4―47．4―59．4―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 1，2（5，7）（4，13）（10，16）（3，6）（9，11）8，14（12，15） 4 1（2，7）5（10，4，13，16）（9，3，6）8－（12，14，11）－15

勝馬の
紹 介

マ リ ー ナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Galileo デビュー 2020．7．18 阪神6着

2018．4．13生 牝3青鹿 母 ザ ナ 母母 Maskaya 9戦1勝 賞金 12，520，000円
〔発走状況〕 ヒキガネ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※リュクスエンヴィ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01090 1月24日 小雨 不良 （3中京1） 第8日 第6競走 ��1，600�3歳新馬
発走12時50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

58 ジャスティンカフェ 牡3鹿 56 北村 友一三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 482 ―1：37．0 6．6�
712 キフジンノドレス 牝3芦 54 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 478 ―1：37．21� 61．2�
22 テーオーラフィット 牝3黒鹿54 福永 祐一小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 490 ―1：37．31 7．1�
713 エ ス コ ー ラ 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 496 ―1：37．4� 1．9�
611 ドゥラモンディー 牡3青鹿56 岩田 望来�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 482 ―1：38．03� 7．8�
23 スマイルライン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478 ―1：38．64 18．2	
34 モズラテール 牡3鹿 56 藤井勘一郎 
キャピタル・システム 大久保龍志 浦河 栄進牧場 448 ―1：38．7クビ 22．6�
610 レ ラ 牝3芦 54 酒井 学�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 408 ― 〃 � 59．3�
35 ユーベルント 牝3黒鹿54 古川 吉洋 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新冠 松浦牧場 428 ―1：39．01� 209．1
46 ニホンピロクリフ 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 452 ―1：39．21 137．3�
59 コネクテッド 牡3鹿 56 松若 風馬池袋レーシング 武井 亮 浦河 ダイヤモンドファーム 478 ―1：39．3� 37．0�
815 メモリーエアシップ 牡3鹿 56 国分 恭介
シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 大北牧場 470 ―1：39．4� 134．8�
47 エレガントオーラ 牝3黒鹿54 国分 優作田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 404 ― 〃 ハナ 73．7�
814 ミニマリズム 牝3栗 54 武 豊 �社台レースホース田中 博康 千歳 社台ファーム 430 ―1：39．61 9．0�
11 シャイニーマジック �3黒鹿56 田中 健小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育

成牧場 438 ―1：40．02� 168．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 50，921，700円 複勝： 59，891，700円 枠連： 11，850，700円
馬連： 60，140，300円 馬単： 31，391，300円 ワイド： 52，650，000円
3連複： 84，804，200円 3連単： 108，294，200円 計： 459，944，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 1，210円 � 230円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 17，830円 馬 単 �� 39，040円

ワ イ ド �� 4，220円 �� 680円 �� 4，200円

3 連 複 ��� 29，480円 3 連 単 ��� 257，420円

票 数

単勝票数 計 509217 的中 � 61697（2番人気）
複勝票数 計 598917 的中 � 77340（2番人気）� 10296（10番人気）� 74275（4番人気）
枠連票数 計 118507 的中 （5－7） 15124（2番人気）
馬連票数 計 601403 的中 �� 2614（34番人気）
馬単票数 計 313913 的中 �� 603（69番人気）
ワイド票数 計 526500 的中 �� 3105（35番人気）�� 21330（5番人気）�� 3123（33番人気）
3連複票数 計 848042 的中 ��� 2157（79番人気）
3連単票数 計1082942 的中 ��� 305（484番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．0―12．4―12．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．5―48．5―1：00．9―1：13．4―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ジャスティンカフェ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ワークフォース 初出走

2018．5．18生 牡3鹿 母 カ ジ ノ ブ ギ 母母 ギミーシェルター 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走状況〕 キフジンノドレス号は，枠入り不良。
※出走取消馬 ロングボウマン号（疾病〔感冒〕のため）
※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 サンフローリス号・スローンターゲット号・ハギノクレド号・バジェットライン号・フェアリーバローズ号・

ヘヴンリーレイン号・マンインザミラー号・ラジョーネ号・リュクスエンヴィ号



01091 1月24日 小雨 不良 （3中京1） 第8日 第7競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

11 � コラルノクターン 牡4鹿 56 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training
Center, LLC 506－ 41：51．8 1．8�

22 カネコメノボル �4栗 56
55 ☆森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 436－ 81：51．9� 5．2�

44 ケイアイドリー 牡4鹿 56 和田 竜二 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 506＋ 21：52．01 3．5�
77 タイセイドレッサー 牡5栗 57 古川 吉洋田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 490＋ 41：52．74 45．2�
89 メイショウメイユウ 牡4鹿 56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 438－ 2 〃 クビ 77．5�
33 ウィッチクラフト �5鹿 57 内田 博幸 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 530＋ 41：53．01	 22．7	
55 シゲルモクセイ 牝4栗 54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 470－ 21：54．06 14．9

66 
 スズカローレル 牝6鹿 55 松山 弘平永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B420± 01：56．0大差 16．9�
88 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 502－ 21：57．59 51．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，356，600円 複勝： 67，526，600円 枠連： 7，861，900円
馬連： 47，846，200円 馬単： 34，049，800円 ワイド： 40，003，600円
3連複： 77，278，100円 3連単： 178，932，500円 計： 488，855，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（1－2） 370円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 160円 �� 140円 �� 200円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 930円

票 数

単勝票数 計 353566 的中 � 155628（1番人気）
複勝票数 計 675266 的中 � 409826（1番人気）� 71145（3番人気）� 75903（2番人気）
枠連票数 計 78619 的中 （1－2） 16115（2番人気）
馬連票数 計 478462 的中 �� 93557（2番人気）
馬単票数 計 340498 的中 �� 52272（2番人気）
ワイド票数 計 400036 的中 �� 66384（2番人気）�� 77056（1番人気）�� 42333（3番人気）
3連複票数 計 772781 的中 ��� 226569（1番人気）
3連単票数 計1789325 的中 ��� 138276（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．3―48．6―1：00．9―1：13．5―1：26．6―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�コラルノクターン 
�
父 Emcee 

�
母父 Stephen Got Even デビュー 2020．2．2 東京1着

2017．4．27生 牡4鹿 母 Cowgirl Lucky 母母 Energise 6戦2勝 賞金 19，940，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴベローナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月24日まで平地競走

に出走できない。

01092 1月24日 小雨 不良 （3中京1） 第8日 第8競走 ��1，900�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
1：55．9
1：53．7

重
不良

11 フ ロ ー リ ン 牡6栗 57 岩田 望来ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 41：58．4 6．0�

22 キ ス ラ ー 牡5青鹿57 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 484－ 21：58．61� 4．1�
88 グレートバローズ 牡4鹿 56 岩田 康誠猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 488＋ 21：58．91� 5．5�
55 タマモサンシーロ 牡5鹿 57 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 526＋ 41：59．0� 6．1�
66 ヴァーダイト 牡4黒鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490± 01：59．1クビ 2．4	
44 モーニングサン 牡5鹿 57 松若 風馬林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 B470＋ 4 〃 クビ 19．6

77 サンマルエンパイア 牡7鹿 57 国分 優作相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 480＋ 61：59．31 83．9�
33 リリーミニスター �4芦 56 酒井 学土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 478－ 62：00．25 23．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 45，991，400円 複勝： 48，503，700円 枠連： 発売なし
馬連： 66，207，200円 馬単： 33，746，800円 ワイド： 44，172，900円
3連複： 77，419，600円 3連単： 153，922，500円 計： 469，964，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 150円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 380円 �� 400円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 9，800円

票 数

単勝票数 計 459914 的中 � 60509（4番人気）
複勝票数 計 485037 的中 � 87237（3番人気）� 87774（2番人気）� 75909（4番人気）
馬連票数 計 662072 的中 �� 46268（5番人気）
馬単票数 計 337468 的中 �� 10266（12番人気）
ワイド票数 計 441729 的中 �� 30108（5番人気）�� 28313（6番人気）�� 26937（8番人気）
3連複票数 計 774196 的中 ��� 34732（7番人気）
3連単票数 計1539225 的中 ��� 11381（38番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．1―13．6―12．8―12．6―12．4―12．6―11．8―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．2―18．5―30．6―44．2―57．0―1：09．6―1：22．0―1：34．6―1：46．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ロ ー リ ン 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．6．17 阪神4着

2015．4．26生 牡6栗 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 14戦3勝 賞金 39，504，000円
※リリーミニスター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01093 1月24日 小雨 不良 （3中京1） 第8日 第9競走 2，000�
に し お

西 尾 特 別
発走14時25分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

55 ア カ イ イ ト 牝4青鹿54 松山 弘平岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 512＋102：06．3 4．2�
66 エレヴァテッツァ 牝4鹿 54 北村 友一 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 82：06．61� 2．8�
11 オーマイダーリン 牝4鹿 54 川田 将雅廣崎利洋HD� 河内 洋 千歳 社台ファーム 468－ 42：06．81� 2．5�
88 ストリクトコード 牝4黒鹿54 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 440± 02：07．01� 6．6�
22 ウインルチル 牝6栗 55 国分 優作�ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 430－162：07．1� 48．3	
77 ベストクィーン 牝5栗 55 幸 英明田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 430＋102：07．41� 17．6

33 キングスタイル 牝4黒鹿54 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 404－ 42：07．82� 29．9�
44 レッドアルジーヌ 牝6芦 55 松若 風馬 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 460± 02：08．01� 78．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 53，399，800円 複勝： 51，206，600円 枠連： 発売なし
馬連： 88，931，300円 馬単： 43，207，200円 ワイド： 53，843，000円
3連複： 104，512，000円 3連単： 226，970，500円 計： 622，070，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 200円 �� 210円 �� 170円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 3，280円

票 数

単勝票数 計 533998 的中 � 101644（3番人気）
複勝票数 計 512066 的中 � 91035（3番人気）� 155183（1番人気）� 113574（2番人気）
馬連票数 計 889313 的中 �� 114944（3番人気）
馬単票数 計 432072 的中 �� 24914（5番人気）
ワイド票数 計 538430 的中 �� 65455（2番人気）�� 60401（3番人気）�� 89244（1番人気）
3連複票数 計1045120 的中 ��� 195256（1番人気）
3連単票数 計2269705 的中 ��� 50123（9番人気）

ハロンタイム 13．6―12．3―13．5―13．2―13．4―12．8―12．6―11．8―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―25．9―39．4―52．6―1：06．0―1：18．8―1：31．4―1：43．2―1：54．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F34．9
1
3
6，7，2，4（1，8）（3，5）
6，7（2，3，8）4（1，5）

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

勝馬の
紹 介

ア カ イ イ ト 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．9．7 阪神4着

2017．4．17生 牝4青鹿 母 ウ ア ジ ェ ト 母母 リーチトゥピース 14戦3勝 賞金 46，286，000円

01094 1月24日 雨 不良 （3中京1） 第8日 第10競走 ��
��1，200�

い が

伊賀ステークス
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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．7
1：08．5

稍重
重

11 メイショウテンセイ 牡7鹿 57 森 裕太朗松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 �橋本牧場 534＋161：10．1 10．6�
22 オヌシナニモノ 牡4鹿 56 松若 風馬ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 470－ 4 〃 クビ 10．0�
33 メイショウハナモリ 牡5黒鹿57 松山 弘平松本 好雄氏 本田 優 安平 �橋本牧場 B518－ 4 〃 ハナ 5．4�
814 ゴールドラグーン 牡5栗 57 古川 吉洋吉田 晴哉氏 斉藤 崇史 安平 追分ファーム 510＋221：10．62	 37．4�
610 メイショウベンガル 牡4芦 56 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 470± 01：10．7クビ 4．0�
712 バーニングペスカ 牡6鹿 57 幸 英明山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 484＋121：10．8
 62．8	
58 クリノサンレオ 牡8栗 57 酒井 学栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 478＋ 4 〃 クビ 171．4

69 コパノマーキュリー 牡4鹿 56 和田 竜二小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 512－ 2 〃 ハナ 7．4�
34 コウソクスピード 牡4青鹿56 川田 将雅野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 520－ 4 〃 ハナ 3．4�
57 マイネルラック 牡8鹿 57 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 498＋ 41：11．33 79．1
45 � アスタースウィング 牡7栗 57 岩田 望来加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar

Farm, LLC 520－ 21：11．61
 33．6�
46 バーンフライ 牡6黒鹿57 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 41：12．02	 12．2�
711 アヴォンリー 牝5栗 55 藤井勘一郎田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 478－ 81：12．31	 63．3�
813 アルミューテン 牝7栗 55 内田 博幸伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 502＋ 21：14．5大差 77．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 74，530，700円 複勝： 101，570，300円 枠連： 31，727，500円
馬連： 163，262，700円 馬単： 58，437，600円 ワイド： 113，271，200円
3連複： 242，710，500円 3連単： 278，083，800円 計： 1，063，594，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 340円 � 290円 � 230円 枠 連（1－2） 4，790円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 10，600円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，020円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 8，790円 3 連 単 ��� 57，470円

票 数

単勝票数 計 745307 的中 � 55919（6番人気）
複勝票数 計1015703 的中 � 73764（7番人気）� 89165（5番人気）� 124292（3番人気）
枠連票数 計 317275 的中 （1－2） 5124（16番人気）
馬連票数 計1632627 的中 �� 23610（22番人気）
馬単票数 計 584376 的中 �� 4133（42番人気）
ワイド票数 計1132712 的中 �� 16344（22番人気）�� 29068（12番人気）�� 26269（16番人気）
3連複票数 計2427105 的中 ��� 20693（31番人気）
3連単票数 計2780838 的中 ��� 3508（210番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．0―11．8―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．5―33．5―45．3―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウテンセイ �
�
父 カルストンライトオ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2016．8．14 小倉9着

2014．3．24生 牡7鹿 母 ブルーロバリー 母母 スプレッドブレイヴ 17戦5勝 賞金 65，593，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルミューテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月24日まで平地競走

に出走できない。

１レース目



01095 1月24日 雨 不良 （3中京1） 第8日 第11競走 ��
��1，800�第38回東海テレビ杯東海ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，2．1．25以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，2．1．24以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

東海テレビ杯・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，064，000円 304，000円 152，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

611 オーヴェルニュ 牡5鹿 56 川田 将雅杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 476＋ 41：49．2 6．2�
712 アナザートゥルース �7栗 57 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 484－ 21：49．51	 15．0�
815 メモリーコウ 牝6栗 54 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 472＋ 5 〃 ハナ 80．0�
713 デュードヴァン 牡4鹿 55 幸 英明 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 478－ 41：49．6クビ 24．9�
11 グレートタイム 牡6黒鹿56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B484± 01：49．81
 11．1�
610 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡5白 56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋141：49．9	 8．2	
47 ケイアイパープル 牡5鹿 56 中井 裕二 �ケイアイスタリオン 村山 明 新冠 隆栄牧場 520＋181：50．32� 87．4

34 タイキフェルヴール 牡6栗 56 内田 博幸�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 528± 01：50．72� 9．1�
59 ダノンスプレンダー 牡5黒鹿56 岩田 康誠�ダノックス 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B512－ 21：51．02 12．2
23 コマビショウ 牡6黒鹿56 松若 風馬小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498－ 41：51．21
 113．8�
35 テーオーフォース 牡6黒鹿56 国分 恭介小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 61：51．4	 301．5�
46 イ ン テ ィ 牡7栗 57 武 豊武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 524＋ 61：52．25 2．0�
58 ムイトオブリガード 牡7鹿 56 北村 友一市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：53．05 51．1�
22 ダイシンインディー 牡5栗 56 岩田 望来大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 546＋ 31：53．31	 75．8�
814 ロードアクシス 牡6黒鹿56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 472＋ 21：54．89 68．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 209，751，700円 複勝： 282，223，200円 枠連： 105，411，500円
馬連： 643，084，400円 馬単： 239，379，900円 ワイド： 444，994，100円
3連複： 1，243，721，700円 3連単： 1，600，722，100円 計： 4，769，288，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 360円 � 1，080円 枠 連（6－7） 1，510円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 7，600円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 4，370円 �� 7，740円

3 連 複 ��� 59，670円 3 連 単 ��� 244，160円

票 数

単勝票数 計2097517 的中 � 268931（2番人気）
複勝票数 計2822232 的中 � 356149（2番人気）� 203696（7番人気）� 58747（11番人気）
枠連票数 計1054115 的中 （6－7） 53976（7番人気）
馬連票数 計6430844 的中 �� 110110（15番人気）
馬単票数 計2393799 的中 �� 23594（25番人気）
ワイド票数 計4449941 的中 �� 78670（17番人気）�� 26015（36番人気）�� 14586（61番人気）
3連複票数 計12437217 的中 ��� 15631（131番人気）
3連単票数 計16007221 的中 ��� 4753（545番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―12．2―11．7―12．1―12．7―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．4―47．6―59．3―1：11．4―1：24．1―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

オーヴェルニュ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．9．17 阪神6着

2016．5．8生 牡5鹿 母 ギュイエンヌ 母母 スギノトヨヒメ 19戦7勝 賞金 165，179，000円
〔その他〕 ロードアクシス号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりオーヴェルニュ号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

01096 1月24日 雨 不良 （3中京1） 第8日 第12競走 ��2，200�4歳以上1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 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
2：09．9
2：09．7

良
良

44 ロバートソンキー 牡4鹿 56 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 486＋162：18．8 1．6�
22 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 492－ 2 〃 クビ 4．3�
55 ウインベイランダー 牡4芦 56 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 82：19．22� 9．5�
67 ナ ム ラ ド ン 牡4鹿 56 和田 竜二奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 476＋ 22：19．41� 23．5�
78 マジストラル 牡5鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 500＋122：19．5� 19．2	
66 ミ チ ビ キ 牝5黒鹿55 国分 優作 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 22：19．6クビ 69．5

33 ハナビマンカイ �4芦 56 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 洞	湖 レイクヴィラファーム 452± 0 〃 クビ 13．3�
811 ナムラショウグン 牡4青鹿56 加藤 祥太奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486± 02：19．91
 29．0�
11 フェスティヴスーリ 牡4黒鹿56 酒井 学臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 470－ 42：20．75 13．8
810� サンライズサーカス 牡8青鹿57 松若 風馬松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 544＋ 82：21．44 78．5�
79 � シーサンプーター 牝4鹿 54 城戸 義政小原準一郎氏 加藤 和宏 日高 槇本牧場 452＋ 22：22．57 220．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 86，664，700円 複勝： 90，310，200円 枠連： 21，508，100円
馬連： 150，080，800円 馬単： 72，453，600円 ワイド： 107，583，900円
3連複： 220，301，800円 3連単： 392，355，700円 計： 1，141，258，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（2－4） 390円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 190円 �� 320円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 2，630円

票 数

単勝票数 計 866647 的中 � 421264（1番人気）
複勝票数 計 903102 的中 � 364345（1番人気）� 131622（2番人気）� 69347（4番人気）
枠連票数 計 215081 的中 （2－4） 41880（1番人気）
馬連票数 計1500808 的中 �� 307488（1番人気）
馬単票数 計 724536 的中 �� 104926（1番人気）
ワイド票数 計1075839 的中 �� 170806（1番人気）�� 80473（3番人気）�� 42949（8番人気）
3連複票数 計2203018 的中 ��� 156321（2番人気）
3連単票数 計3923557 的中 ��� 108086（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．4―13．6―13．3―13．0―12．4―12．6―12．4―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．8―37．2―50．8―1：04．1―1：17．1―1：29．5―1：42．1―1：54．5―2：06．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロバートソンキー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．6．30 福島5着

2017．2．28生 牡4鹿 母 トウカイメガミ 母母 トウカイテネシー 6戦2勝 賞金 30，580，000円
〔制裁〕 ナムラショウグン号の騎手加藤祥太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

ナムラショウグン号の騎手加藤祥太は，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10，000円。（被害馬：3番）

４レース目



（3中京1）第8日 1月24日（日曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 149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

283，410，000円
5，490，000円
28，630，000円
2，220，000円
34，070，000円
63，736，000円
4，352，500円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
769，942，900円
1，025，646，100円
230，493，000円
1，530，867，200円
663，950，200円
1，134，453，500円
2，530，733，600円
3，532，014，300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
計 11，418，100，800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8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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