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01097 1月30日 晴 重 （3中京1） 第9日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

610 エールソヴール 牝3黒鹿54 松若 風馬佐伯由加理氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 476－ 81：12．6 3．1�
34 アイスリアン 牝3黒鹿54 松山 弘平村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 464－ 2 〃 クビ 3．7�
814 サイモンルピナス 牝3黒鹿54 坂井 瑠星澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B438± 0 〃 クビ 24．5�
712 ゴールドフィンガー 牝3栗 54 和田 竜二山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 442± 01：12．81� 8．0�
35 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 B480＋ 41：12．9� 72．2�
22 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 446－ 41：13．11� 5．5�
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 480－ 8 〃 ハナ 70．8

46 デイジームーン 牝3栗 54 酒井 学	大樹ファーム 谷 潔 日高 千葉飯田牧場 440＋ 81：13．42 15．9�
611 ロ メ ー ロ 牝3栗 54 岩田 望来阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 462± 01：13．71� 52．6�
47 リゾートタイム 牝3鹿 54 岩田 康誠礒川 正明氏 新谷 功一 新ひだか 片岡 博 458－ 2 〃 アタマ 50．0
815 エリカシャンス 牝3青鹿54 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：13．8� 6．5�
59 トーホウエンジェル 牝3栗 54 中井 裕二東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック 466－ 21：13．9� 93．4�
58 ローゼライト 牝3鹿 54 藤懸 貴志中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B430± 0 〃 クビ 89．1�
713 ウインドアリエル 牝3芦 54 幸 英明福原 正博氏 飯田 雄三 新ひだか 岡田スタツド 408± 01：14．96 134．9�
11 ジョイフルラブ 牝3鹿 54 国分 優作堀口 晴男氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 460＋ 61：15．53� 110．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，723，800円 複勝： 58，473，100円 枠連： 9，269，000円
馬連： 55，177，800円 馬単： 25，266，900円 ワイド： 52，023，900円
3連複： 89，928，000円 3連単： 91，800，100円 計： 415，662，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 150円 � 530円 枠 連（3－6） 680円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，390円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 17，310円

票 数

単勝票数 計 337238 的中 � 86620（1番人気）
複勝票数 計 584731 的中 � 127512（1番人気）� 114081（2番人気）� 19176（7番人気）
枠連票数 計 92690 的中 （3－6） 10481（1番人気）
馬連票数 計 551778 的中 �� 49564（1番人気）
馬単票数 計 252669 的中 �� 12659（1番人気）
ワイド票数 計 520239 的中 �� 37301（3番人気）�� 9069（16番人気）�� 11944（14番人気）
3連複票数 計 899280 的中 ��� 14725（13番人気）
3連単票数 計 918001 的中 ��� 3843（49番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―12．5―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．5―47．0―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．1
3 ・（3，6）－12（11，14）（4，15）5（2，8，10）（1，7，13）＝9 4 ・（3，6）（12，14）11（4，15）（2，5，10）－（7，8，13）－1－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エールソヴール �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．1．9 中京2着

2018．3．10生 牝3黒鹿 母 ラブリリック 母母 ラブフォーエバー 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔制裁〕 ローゼライト号の騎手藤懸貴志は，3コーナーから4コーナーにかけて蛇行したことについて戒告。（被害馬：7番・1番・13番）

01098 1月30日 晴 重 （3中京1） 第9日 第2競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

44 メイショウフンジン 牡3黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 504± 01：54．1 2．8�
11 ヴ ェ ノ ム 牡3鹿 56 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 526－ 41：54．52� 7．0�
813 スズカルビコン 牡3栗 56 加藤 祥太永井 啓弍氏 杉山 晴紀 浦河 辻 牧場 B498－ 21：55．13� 79．8�
812 リ ヴ ェ ッ ト 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース上村 洋行 千歳 社台ファーム 480－ 21：55．41� 2．6�
69 クレスコロッキー 牡3鹿 56 和田 竜二堀川 三郎氏 飯田 雄三 日高 木村牧場 520＋ 21：55．93 84．8	
57 ツウカイアペックス 牡3鹿 56 松若 風馬木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 B474＋ 61：56．75 14．6

33 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± 0 〃 クビ 69．4�
22 シゲルカミナリ 牡3鹿 56 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか タガミファーム 502－ 21：56．91� 4．4�
45 ニホンピロクリフ 牡3黒鹿56 城戸 義政小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 450－ 21：57．75 99．1
68 シゲルブイン 牡3鹿 56 柴山 雄一森中 蕃氏 深山 雅史 日高 シンボリ牧場 454＋ 21：58．12� 52．2�
56 ミエノピュア 牡3黒鹿56 太宰 啓介里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 478－ 61：58．31� 94．5�
710 サンライズスカイ 牡3栗 56

53 ▲服部 寿希松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B500＋ 61：58．72� 169．3�

711 テイエムキセキダン 牡3黒鹿56 国分 優作竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 482－ 4 〃 クビ 143．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，327，800円 複勝： 40，659，300円 枠連： 8，955，600円
馬連： 48，104，200円 馬単： 25，564，900円 ワイド： 43，941，200円
3連複： 75，148，700円 3連単： 96，629，200円 計： 373，330，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 240円 � 900円 枠 連（1－4） 1，670円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，150円 �� 5，890円

3 連 複 ��� 20，230円 3 連 単 ��� 59，210円

票 数

単勝票数 計 343278 的中 � 95911（2番人気）
複勝票数 計 406593 的中 � 88584（2番人気）� 43172（4番人気）� 8610（7番人気）
枠連票数 計 89556 的中 （1－4） 4134（5番人気）
馬連票数 計 481042 的中 �� 23867（6番人気）
馬単票数 計 255649 的中 �� 6873（10番人気）
ワイド票数 計 439412 的中 �� 18834（7番人気）�� 5151（20番人気）�� 1838（35番人気）
3連複票数 計 751487 的中 ��� 2786（51番人気）
3連単票数 計 966292 的中 ��� 1183（146番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―13．6―13．2―12．2―12．4―12．8―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―38．3―51．5―1：03．7―1：16．1―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
4（9，13）（2，5）（1，6）3，12（7，10）（8，11）・（4，9，13）7（5，1）2－6（3，12）11－（8，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウフンジン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2020．12．26 阪神3着

2018．4．27生 牡3黒鹿 母 シニスタークイーン 母母 フォーリアクイーン 3戦1勝 賞金 8，900，000円

第１回 中京競馬 第９日



01099 1月30日 晴 重 （3中京1） 第9日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

34 スマッシャー 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 464＋ 21：24．5 3．6�

23 � サトノインパルス 牡3鹿 56 松若 風馬 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 米
Kendall E.
Hansen, M.D.
Racing, LLC

522＋ 21：25．77 15．7�
610 トーホウスザク 牡3栗 56 幸 英明東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 490－ 2 〃 ハナ 8．2�
611 スカーレットスカイ 牝3栗 54 松山 弘平ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 81：25．8� 27．0�
46 エイシンギアアップ 牡3黒鹿56 北村 友一�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 502－ 61：25．9クビ 9．1�
58 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 476－ 81：26．01 3．6

11 サトノアポロン 牡3鹿 56 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋161：26．32 5．1�
814 ハクサンマックス 牡3鹿 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 434－ 61：26．61� 37．4�
35 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 452－ 2 〃 クビ 29．8
712 サイモンギザ 牡3黒鹿56 池添 謙一澤田 昭紀氏 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 440＋ 2 〃 ハナ 191．0�
47 レイワプリンセス 牝3栗 54 岩田 望来菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 492＋121：27．02� 24．6�
59 ハクサンクラーケン 牡3鹿 56 小崎 綾也河﨑 五市氏 小崎 憲 浦河 中村 雅明 470－ 41：28．27 113．8�
713 ノ ブ シ 牡3青 56 古川 吉洋河内 孝夫氏 藤岡 健一 日高 増尾牧場 486－ 41：28．83� 20．2�
815 フィーリウスワン 牡3青鹿56 中井 裕二成富 直行氏 千田 輝彦 日高 若林 順一 456－ 21：30．18 244．9�
22 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 452－ 41：30．52� 357．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，939，900円 複勝： 67，791，900円 枠連： 8，864，600円
馬連： 58，449，300円 馬単： 24，459，900円 ワイド： 57，907，700円
3連複： 97，063，300円 3連単： 96，330，500円 計： 448，807，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 390円 � 220円 枠 連（2－3） 2，310円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 650円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 7，840円 3 連 単 ��� 33，980円

票 数

単勝票数 計 379399 的中 � 84189（1番人気）
複勝票数 計 677919 的中 � 121235（2番人気）� 37254（6番人気）� 81089（4番人気）
枠連票数 計 88646 的中 （2－3） 2963（11番人気）
馬連票数 計 584493 的中 �� 15772（9番人気）
馬単票数 計 244599 的中 �� 4188（14番人気）
ワイド票数 計 579077 的中 �� 12498（13番人気）�� 24008（7番人気）�� 7142（21番人気）
3連複票数 計 970633 的中 ��� 9275（26番人気）
3連単票数 計 963305 的中 ��� 2055（102番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―12．4―13．0―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―46．7―59．7―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマッシャー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 阪神5着

2018．4．6生 牡3鹿 母 ス マ ッ シ ュ 母母 ロフティーエイム 5戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノブシ号・フィーリウスワン号・サウンドダンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和3年2月28日まで平地競走に出走できない。

01100 1月30日 晴 重 （3中京1） 第9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

33 � ルーチェット 牝3鹿 54 岩田 望来�ノースヒルズ 松永 幹夫 英 North Hills
Co. Ltd 452 ―1：55．7 8．1�

88 � キャリアリズム 牡3鹿 56 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Golden Pedi-
gree LLC 504 ―1：55．8� 2．9�

66 ケイアイロベージ �3芦 56 北村 友一 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B490 ―1：56．22� 5．3�
22 キクノディーン 牡3鹿 56 岩田 康誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか 本桐牧場 494 ―1：57．37 19．3�
77 � エリーテソーロ 牝3栗 54 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Clarkland
Farm LLC 496 ―1：57．51� 3．6�

89 カ フ ジ ロ ホ 牡3青鹿56 国分 優作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 510 ―1：58．13� 13．1	
11 マサハヤリュウ 牡3黒鹿56 和田 竜二中村 政夫氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 520 ―1：58．63 20．8

44 メ ル ジ ー ナ 牝3鹿 54 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 藤原牧場 468 ―1：59．13 37．6�
55 メイショウフジタカ 牡3鹿 56 坂井 瑠星松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 490 ―2：00．9大差 7．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，764，600円 複勝： 37，288，100円 枠連： 5，693，400円
馬連： 38，039，100円 馬単： 20，367，500円 ワイド： 31，133，900円
3連複： 51，943，400円 3連単： 78，754，700円 計： 293，984，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 210円 � 130円 � 160円 枠 連（3－8） 950円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 380円 �� 630円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 14，260円

票 数

単勝票数 計 307646 的中 � 30229（5番人気）
複勝票数 計 372881 的中 � 36006（5番人気）� 88671（1番人気）� 61700（3番人気）
枠連票数 計 56934 的中 （3－8） 4606（4番人気）
馬連票数 計 380391 的中 �� 23115（4番人気）
馬単票数 計 203675 的中 �� 4671（12番人気）
ワイド票数 計 311339 的中 �� 20090（3番人気）�� 11144（8番人気）�� 37669（1番人気）
3連複票数 計 519434 的中 ��� 20666（5番人気）
3連単票数 計 787547 的中 ��� 4004（43番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―14．1―13．2―12．7―13．3―13．5―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―39．1―52．3―1：05．0―1：18．3―1：31．8―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ルーチェット �
�
父 Kizuna �

�
母父 Smart Strike 初出走

2018．1．22生 牝3鹿 母 Amour Briller 母母 Heavenly Romance 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※エリーテソーロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01101 1月30日 晴 重 （3中京1） 第9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

68 ルペルカーリア 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋122：02．7 1．8�
22 モンテディオ 牡3鹿 56 松山 弘平毛利 元昭氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 488＋102：03．23 2．7�
710 ブ リ ン ク 牝3黒鹿54 坂井 瑠星吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B440－ 82：03．3� 98．1�
11 クリノキコウシ 牡3黒鹿56 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 飛野牧場 444＋162：03．93� 150．3�
811 ヤマノグリッターズ 牡3黒鹿56 柴山 雄一澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 492－122：04．11� 16．2�
55 サマーカナロア 牡3黒鹿56 古川 吉洋前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 千代田牧場 500＋ 42：04．73� 18．4	
33 � レイトンヒル 牡3鹿 56 武 豊ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Corrin Stud &

Upper Farm Stud 500－ 82：04．8� 6．0

56 マテンロウアスカ 牝3栗 54 太宰 啓介寺田千代乃氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 418－102：04．9クビ 95．5�
44 アワーズオブラブ 牝3栗 54 酒井 学市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 454－ 22：05．32� 210．7
812 エイシンリヒト 牡3黒鹿56 和田 竜二�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 450＋ 22：05．61� 70．6�
79 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 434－142：07．5大差 105．0�
67 � モズハッピーロード 牡3鹿 56 岩田 康誠 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Pin Oak

Stud, LLC 484± 0 （競走中止） 232．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 46，058，800円 複勝： 69，180，100円 枠連： 8，425，800円
馬連： 47，509，400円 馬単： 33，871，000円 ワイド： 45，512，900円
3連複： 83，956，300円 3連単： 149，680，000円 計： 484，194，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 560円 枠 連（2－6） 220円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，320円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 10，250円

票 数

単勝票数 計 460588 的中 � 200361（1番人気）
複勝票数 計 691801 的中 � 340873（1番人気）� 161872（2番人気）� 9850（7番人気）
枠連票数 計 84258 的中 （2－6） 29284（1番人気）
馬連票数 計 475094 的中 �� 147984（1番人気）
馬単票数 計 338710 的中 �� 67683（1番人気）
ワイド票数 計 455129 的中 �� 105585（1番人気）�� 6969（13番人気）�� 5461（16番人気）
3連複票数 計 839563 的中 ��� 14999（12番人気）
3連単票数 計1496800 的中 ��� 10585（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．9―48．7―1：01．2―1：13．6―1：26．3―1：38．9―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルペルカーリア �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．9．27 中京4着

2018．4．28生 牡3鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔競走中止〕 モズハッピーロード号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 モズハッピーロード号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

01102 1月30日 晴 重 （3中京1） 第9日 第6競走 1，200�3歳1勝クラス
発走12時50分 （ダート・左）

牝；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 ホッコーカリュウ 牝3鹿 54 池添 謙一北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466－ 41：12．7 8．3�
68 エナジーロッソ 牝3鹿 54 岩田 望来 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 474＋ 2 〃 ハナ 4．6�
67 ア ル ナ ー ジ 牝3黒鹿54 幸 英明安原 浩司氏 昆 貢 浦河 宮内牧場 458－ 61：12．8クビ 24．0�
811 ジ ェ セ ニ ア 牝3栗 54 武 豊椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472－101：12．9� 4．1�
56 ヒットガール 牝3栗 54 国分 優作トライスターレーシング 松下 武士 新ひだか 西村牧場 498＋ 61：13．32� 26．9�
33 メイショウデージー 牝3鹿 54 岩田 康誠松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 林 孝輝 492＋ 4 〃 ハナ 28．5	
710 クインズレモン 牝3栗 54 福永 祐一 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 浦河 高昭牧場 498± 0 〃 アタマ 5．6

44 タイセイエクセル 牝3栗 54 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 富田牧場 462－ 61：13．72� 8．2�
22 フロストエッジ 牝3栗 54 小崎 綾也�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 492－ 6 〃 クビ 65．9
812 ニシノミズカゼ 牝3栗 54 松若 風馬西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 464＋101：14．44 18．5�
79 ミヤジオシャラク 牝3鹿 54 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 新ひだか 今 牧場 480－ 41：14．71� 16．2�
11 テーオーメアリー 牝3鹿 54 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 61：15．23 7．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，958，900円 複勝： 68，710，900円 枠連： 10，687，800円
馬連： 69，073，100円 馬単： 28，627，500円 ワイド： 66，818，100円
3連複： 109，358，600円 3連単： 112，355，200円 計： 508，590，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 160円 � 440円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，110円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 40，260円

票 数

単勝票数 計 429589 的中 � 41341（6番人気）
複勝票数 計 687109 的中 � 60175（5番人気）� 138988（1番人気）� 32839（8番人気）
枠連票数 計 106878 的中 （5－6） 7546（4番人気）
馬連票数 計 690731 的中 �� 33213（4番人気）
馬単票数 計 286275 的中 �� 6235（8番人気）
ワイド票数 計 668181 的中 �� 29879（4番人気）�� 7846（34番人気）�� 11410（21番人気）
3連複票数 計1093586 的中 ��� 9335（35番人気）
3連単票数 計1123552 的中 ��� 2023（134番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．2―12．5―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―22．9―34．1―46．6―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．6
3 ・（10，12）－8（1，4）（6，9）（5，11）（2，7）3 4 ・（10，12）－（4，8）1，6，9（5，11）7（2，3）

勝馬の
紹 介

ホッコーカリュウ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2020．8．15 小倉15着

2018．4．9生 牝3鹿 母 ホッコーザムーン 母母 ネスカベミューズ 4戦2勝 賞金 12，400，000円



01103 1月30日 晴 重 （3中京1） 第9日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時20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
1：32．3
1：30．3

良
良

11 � エアファンディタ 牡4黒鹿56 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

462± 01：34．8 2．0�
44 セイイーグル �7鹿 57 北村 友一 �吉澤ホールディングス 石坂 正 千歳 社台ファーム 452＋ 41：35．11� 7．6�
22 ワールドスケール 牡4鹿 56 小崎 綾也�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 478＋ 41：35．2� 4．0�
77 フェアレストアイル 牝4鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：35．51� 6．1�
55 ヤマニンプティパ 牝4鹿 54 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 436＋101：35．6	 25．8	
66 ピュアカラー 牝4黒鹿54 松山 弘平 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 460± 01：36．45 6．3

33 
 ヴィクトワールメイ 牝5黒鹿55 坂井 瑠星山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 434－ 61：36．71� 46．5�
88 タイドオーバー 牝6黒鹿55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 446－ 41：36．8� 137．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 36，560，400円 複勝： 50，508，800円 枠連： 発売なし
馬連： 51，099，500円 馬単： 28，176，100円 ワイド： 36，758，300円
3連複： 61，715，000円 3連単： 142，845，900円 計： 407，664，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 240円 �� 170円 �� 300円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 365604 的中 � 141674（1番人気）
複勝票数 計 505088 的中 � 183100（1番人気）� 65066（4番人気）� 102484（2番人気）
馬連票数 計 510995 的中 �� 55094（3番人気）
馬単票数 計 281761 的中 �� 18227（5番人気）
ワイド票数 計 367583 的中 �� 36593（2番人気）�� 65496（1番人気）�� 27022（6番人気）
3連複票数 計 617150 的中 ��� 89453（1番人気）
3連単票数 計1428459 的中 ��� 38640（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．0―47．6―59．6―1：11．4―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

�エアファンディタ 
�
父 Hat Trick 

�
母父 Empire Maker デビュー 2019．12．14 阪神4着

2017．2．13生 牡4黒鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 7戦2勝 賞金 22，000，000円
〔発走状況〕 ピュアカラー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 ヤマニンプティパ号の騎手柴山雄一は，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：6番・

3番）

01104 1月30日 晴 重 （3中京1） 第9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

810� フ ラ テ ッ リ 牡6栗 57 福永 祐一吉田 和美氏 石坂 公一 豪
China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

568± 01：52．2 6．2�
811 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 B538－ 41：52．83� 22．3�
55 ゴールデンライオン 牡5鹿 57 松山 弘平石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 514± 0 〃 アタマ 3．2�
78 � リ ョ ウ ガ �4芦 56 酒井 学ゴドルフィン 田中 博康 愛 Godolphin 456＋ 81：52．9	 42．0�
11 フレイムウィングス 牡4青鹿56 坂井 瑠星ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 21：53．11 4．2�
22 テ ン ピ ン 牡4黒鹿56 北村 友一ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 21：53．2� 2．8�
67 マカオンブラン 牡4鹿 56 松若 風馬關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 508＋ 21：54．05 26．1	
79 サンレイファイト 牡5栗 57 幸 英明永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 470－101：54．1クビ 41．6

44 � ウインプラウド 牡5栗 57 和田 竜二�ウイン 西園 正都 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

506± 01：54．2� 40．2�
33 ポップフランセ 牡5栗 57 岩田 望来吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B468＋ 81：54．3クビ 49．1
66 サンライズチャージ 牡7鹿 57 国分 優作松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 梅田牧場 514＋201：57．7大差 115．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，854，700円 複勝： 50，820，200円 枠連： 9，205，600円
馬連： 66，686，300円 馬単： 30，429，000円 ワイド： 50，686，100円
3連複： 99，737，200円 3連単： 143，086，700円 計： 490，505，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 250円 � 310円 � 150円 枠 連（8－8） 5，680円

馬 連 �� 6，460円 馬 単 �� 10，190円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 470円 �� 760円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 45，960円

票 数

単勝票数 計 398547 的中 � 51198（4番人気）
複勝票数 計 508202 的中 � 48194（4番人気）� 36288（5番人気）� 106744（2番人気）
枠連票数 計 92056 的中 （8－8） 1254（15番人気）
馬連票数 計 666863 的中 �� 7999（21番人気）
馬単票数 計 304290 的中 �� 2238（30番人気）
ワイド票数 計 506861 的中 �� 8080（15番人気）�� 29519（5番人気）�� 17055（8番人気）
3連複票数 計 997372 的中 ��� 12252（21番人気）
3連単票数 計1430867 的中 ��� 2257（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．9―49．5―1：01．8―1：14．3―1：27．2―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フ ラ テ ッ リ �
�
父 Frankel �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．3．17 阪神1着

2015．9．22生 牡6栗 母 Lovetorn 母母 Love All 10戦3勝 賞金 26，800，000円
〔その他〕 サンライズチャージ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 サンライズチャージ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月28日まで出走できない。



01105 1月30日 晴 稍重 （3中京1） 第9日 第9競走 ��
��1，600�

し ら う め

白 梅 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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

33 ヴィジュネル 牡3青鹿56 幸 英明 �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 472－ 41：35．0 6．2�

55 ヴィルヘルム 牡3青鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 アタマ 4．0�
44 ス パ ー ク ル 牝3鹿 54 福永 祐一 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 1．8�
77 バリコノユメ 牝3栗 54 藤懸 貴志大田 恭充氏 松永 昌博 青森 荒谷牧場 456－ 41：35．32 37．4�
22 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 442－ 41：35．4� 12．0�
66 メイショウフンケイ 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 520＋ 21：35．93 9．2	
11 ムーンビード 牝3鹿 54 武 豊 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 454± 01：36．21� 12．8


（7頭）

売 得 金
単勝： 52，220，300円 複勝： 44，009，900円 枠連： 発売なし
馬連： 67，924，900円 馬単： 41，962，100円 ワイド： 43，472，100円
3連複： 87，822，900円 3連単： 233，501，200円 計： 570，913，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 290円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 300円 �� 180円 �� 150円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 6，030円

票 数

単勝票数 計 522203 的中 � 66700（3番人気）
複勝票数 計 440099 的中 � 56817（3番人気）� 79859（2番人気）
馬連票数 計 679249 的中 �� 38285（6番人気）
馬単票数 計 419621 的中 �� 11275（12番人気）
ワイド票数 計 434721 的中 �� 29126（6番人気）�� 61382（2番人気）�� 85872（1番人気）
3連複票数 計 878229 的中 ��� 136074（1番人気）
3連単票数 計2335012 的中 ��� 28048（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．8―47．6―59．7―1：11．5―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ヴィジュネル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．10 京都2着

2018．5．19生 牡3青鹿 母 コードネーム 母母 トリッキーコード 4戦2勝 賞金 18，898，000円

01106 1月30日 晴 稍重 （3中京1） 第9日 第10競走 ��
��2，000�

て ん り ゅ う が わ

天 竜 川 特 別
発走15時00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
1：58．3
1：56．1

良
良

55 パ ト リ ッ ク 牡5鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社

松田牧場 478＋ 82：01．3 4．7�
89 ヒルノダカール 牡5青鹿57 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 514－10 〃 クビ 6．2�
44 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 472－ 42：01．61� 2．7�
77 シャドウセッション 	5鹿 57 坂井 瑠星飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 528－ 22：01．81
 21．7�
11 オールザワールド 牡4鹿 56 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 482＋122：02．11� 2．8�
33 トーセンスカイ 牡5黒鹿57 岩田 望来島川 	哉氏 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 496± 02：02．73� 31．0

88 ブラックジェイド 牡7黒鹿57 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B550± 02：04．18 23．8�
22 ブリーズスズカ 牡8青鹿57 加藤 祥太永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482－ 42：04．31
 210．5�
66 シ ー リ ア 牝6青鹿55 岩田 康誠 キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478＋102：05．47 27．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，714，400円 複勝： 61，900，600円 枠連： 12，787，300円
馬連： 87，795，800円 馬単： 42，818，400円 ワイド： 61，935，100円
3連複： 123，969，900円 3連単： 223，723，200円 計： 668，644，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 150円 � 120円 枠 連（5－8） 1，260円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 440円 �� 260円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 9，010円

票 数

単勝票数 計 537144 的中 � 90192（3番人気）
複勝票数 計 619006 的中 � 98342（3番人気）� 89620（4番人気）� 162703（1番人気）
枠連票数 計 127873 的中 （5－8） 7810（6番人気）
馬連票数 計 877958 的中 �� 43471（6番人気）
馬単票数 計 428184 的中 �� 10355（12番人気）
ワイド票数 計 619351 的中 �� 32205（6番人気）�� 65583（3番人気）�� 57851（4番人気）
3連複票数 計1239699 的中 ��� 85855（3番人気）
3連単票数 計2237232 的中 ��� 17983（32番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パ ト リ ッ ク �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．10．7 京都2着

2016．4．8生 牡5鹿 母 シャムローグ 母母 ケイティーズギフト 17戦3勝 賞金 52，714，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 シーリア号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シーリア号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年3月30日まで出走できない。



01107 1月30日 晴 稍重 （3中京1） 第9日 第11競走 ��1，900�
せ と

瀬戸ステークス
発走15時35分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，2．2．1以降3．1．24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 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
1：55．9
1：53．7

重
不良

816 ウェルカムゴールド 牡6栗 55 幸 英明 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B540＋ 21：58．5 9．9�
35 � スマッシングハーツ 牡5鹿 55 池添 謙一前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 8 〃 ハナ 5．6�
611 スマートフルーレ 牝5黒鹿54 城戸 義政大川 徹氏 南井 克巳 浦河 高松牧場 514－ 81：58．81� 18．1�
713 クリノフラッシュ 牝6青鹿52 和田 翼栗本 博晴氏 橋田 満 日高 白井牧場 B460＋ 6 〃 クビ 33．2�
714 メイショウダジン 牡4栗 56 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 474± 01：58．9� 6．0�
815 エーティーラッセン 牡7鹿 55 古川 吉洋荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 524± 01：59．0� 94．4	
12 キーフラッシュ 牡6栗 56 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 490＋ 21：59．1クビ 10．8

612 サンライズセナ 牡6栗 55 和田 竜二松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 B484－ 6 〃 クビ 65．1�
36 ワイドソロモン 牡4栗 54 松山 弘平幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 490± 01：59．2クビ 13．4�
510 バラーディスト 牝5黒鹿52 北村 友一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：59．3� 41．8
48 ハギノリュクス 牝4黒鹿54 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 41：59．4� 2．4�
47 タイガーインディ 牡4黒鹿55 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 460－ 41：59．51 20．6�
11 タガノボンバー �6鹿 54 酒井 学八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 B500± 01：59．6クビ 142．6�
59 ス ペ ク タ ー 牝7鹿 52 坂井 瑠星川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B518＋ 61：59．81� 78．5�
23 マスターコード 牡7黒鹿55 太宰 啓介�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± 02：02．0大差 351．5�
24 キッズアガチャー 牡4鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 556± 0 （競走中止） 53．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 106，790，500円 複勝： 158，765，800円 枠連： 50，665，500円
馬連： 292，245，300円 馬単： 99，597，500円 ワイド： 204，690，000円
3連複： 514，064，600円 3連単： 526，235，400円 計： 1，953，054，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 340円 � 250円 � 340円 枠 連（3－8） 1，790円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，760円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 53，120円

票 数

単勝票数 計1067905 的中 � 85957（4番人気）
複勝票数 計1587658 的中 � 117008（5番人気）� 178993（3番人気）� 116903（6番人気）
枠連票数 計 506655 的中 （3－8） 21829（8番人気）
馬連票数 計2922453 的中 �� 91220（10番人気）
馬単票数 計 995975 的中 �� 14495（18番人気）
ワイド票数 計2046900 的中 �� 64728（7番人気）�� 29282（21番人気）�� 44849（12番人気）
3連複票数 計5140646 的中 ��� 42130（28番人気）
3連単票数 計5262354 的中 ��� 7182（157番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―11．7―13．2―12．7―12．2―12．4―12．8―12．1―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
6．9―18．4―30．1―43．3―56．0―1：08．2―1：20．6―1：33．4―1：45．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウェルカムゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2017．12．9 阪神1着

2015．5．4生 牡6栗 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 11戦4勝 賞金 57，650，000円
〔競走中止〕 キッズアガチャー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エンダウメント号・シャンパンクーペ号・ソルトイブキ号

01108 1月30日 晴 稍重 （3中京1） 第9日 第12競走 ��1，400�4歳以上1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 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

713 ダノンアレー 牡4黒鹿56 岩田 康誠�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 502－ 21：24．7 2．6�
611 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± 0 〃 クビ 2．9�
58 ウ ー ゴ 牡4鹿 56 太宰 啓介�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ B502－ 41：25．12� 14．7�
46 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 440－ 61：25．52� 53．3�
815 オーマイオーマイ 牡4鹿 56 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 466－ 61：25．6� 15．1�
35 � パンサーバローズ 牡7黒鹿57 池添 謙一猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 510－ 21：25．7� 11．8	
34 � カ ク シ ン 牡4黒鹿56 松山 弘平風早 信昭氏 森 秀行 米

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

510＋ 4 〃 ハナ 8．4

610 フ ィ ロ ス 牝4鹿 54 和田 竜二�高橋ファーム 西橋 豊治 日高 クリアファーム B446± 01：26．01� 9．3�
59 シンゼンストロング 牡5鹿 57 坂井 瑠星原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 508－ 2 〃 アタマ 176．9
11 コーラルティアラ 牝4栗 54 加藤 祥太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 460－10 〃 クビ 65．8�
712 メイショウバンカラ 牡7鹿 57 中井 裕二松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 530＋101：26．21 170．2�
23 デルマトルマリン 牝4鹿 54 酒井 学浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480± 01：26．52 279．4�
814	 ホウオウソルジャー 牡5芦 57 川島 信二小笹 芳央氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 474＋ 21：27．35 57．6�
47 ペリトモレノ 牝4鹿 54 城戸 義政�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 478－ 21：28．15 300．4�
22 ナムラカミカゼ 牡4鹿 56 小崎 綾也奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 B484＋ 61：28．52� 63．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 66，510，900円 複勝： 89，116，800円 枠連： 25，870，100円
馬連： 135，632，600円 馬単： 56，631，800円 ワイド： 100，524，000円
3連複： 207，352，400円 3連単： 264，860，700円 計： 946，499，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 310円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 160円 �� 510円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 4，810円

票 数

単勝票数 計 665109 的中 � 203578（1番人気）
複勝票数 計 891168 的中 � 236761（1番人気）� 216121（2番人気）� 45490（7番人気）
枠連票数 計 258701 的中 （6－7） 69860（1番人気）
馬連票数 計1356326 的中 �� 344670（1番人気）
馬単票数 計 566318 的中 �� 67239（2番人気）
ワイド票数 計1005240 的中 �� 208693（1番人気）�� 43002（6番人気）�� 29817（11番人気）
3連複票数 計2073524 的中 ��� 115829（5番人気）
3連単票数 計2648607 的中 ��� 39841（9番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―12．4―12．8―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．4―47．8―1：00．6―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンアレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2019．10．6 京都1着

2017．2．28生 牡4黒鹿 母 シスタリーラヴ 母母 Odylic 11戦2勝 賞金 41，717，000円
〔発走状況〕 ホウオウソルジャー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ホウオウソルジャー号は，発走調教再審査。



（3中京1）第9日 1月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 142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

196，000，000円
5，570，000円
19，760，000円
1，020，000円
21，110，000円
58，845，000円
3，905，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
581，425，000円
797，225，500円
150，424，700円
1，017，737，300円
457，772，600円
795，403，300円
1，602，060，300円
2，159，802，800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 7，561，851，500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9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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