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02001 1月16日 曇 稍重 （3小倉1） 第1日 第1競走 ��1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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
1：41．8
1：40．9

不良
重

45 キタノインディ 牡3鹿 56
55 ☆森 裕太朗北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 458＋ 41：47．2 7．1�

33 アルバミノル 牡3鹿 56
55 ☆団野 大成吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 468－ 2 〃 アタマ 45．6�

610 サトノロイヤル 牡3鹿 56 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 496＋14 〃 アタマ 2．4�
58 トーセンニック 牡3栗 56

55 ☆斎藤 新島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 470－ 61：47．72� 10．4�

814 エイシンギアアップ 牡3黒鹿56 川又 賢治�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 508＋201：47．8� 21．7	
34 トランザクト 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 508－ 21：47．9� 5．9

69 カネショウルーイ 牡3鹿 56 丹内 祐次清水 正裕氏 古賀 史生 伊達 高橋農場 486＋ 21：48．21� 45．7�
22 セルディアーナ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 502－161：48．31 7．5
11 インテンスフレイム 牡3黒鹿56 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 41：48．82� 6．7�
711 ガ ム ラ ン 牡3栗 56 荻野 極ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 494－ 8 〃 ハナ 25．2�
712 ハローチュース 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心薪浦 亨氏 中竹 和也 新冠 松浦牧場 464＋ 61：48．91 116．3�
46 ライントリガー 牡3栗 56 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 574＋ 61：49．11� 197．2�
813 キタノアヴァロン 牡3栗 56

54 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 442－ 21：50．58 102．7�
57 コスモパラティーナ 牡3鹿 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：50．82 125．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，352，200円 複勝： 44，793，600円 枠連： 5，961，800円
馬連： 43，279，800円 馬単： 18，786，000円 ワイド： 39，188，000円
3連複： 71，431，300円 3連単： 70，455，800円 計： 319，248，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 200円 � 890円 � 140円 枠 連（3－4） 1，980円

馬 連 �� 13，060円 馬 単 �� 21，600円

ワ イ ド �� 3，200円 �� 420円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 9，790円 3 連 単 ��� 86，720円

票 数

単勝票数 計 253522 的中 � 28192（4番人気）
複勝票数 計 447936 的中 � 59530（4番人気）� 8814（10番人気）� 110053（1番人気）
枠連票数 計 59618 的中 （3－4） 2324（9番人気）
馬連票数 計 432798 的中 �� 2568（33番人気）
馬単票数 計 187860 的中 �� 652（61番人気）
ワイド票数 計 391880 的中 �� 2950（34番人気）�� 26944（3番人気）�� 4458（25番人気）
3連複票数 計 714313 的中 ��� 5471（34番人気）
3連単票数 計 704558 的中 ��� 589（272番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．8―43．0―56．2―1：08．8―1：21．5―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
・（4，14）－8（1，5）（3，12）2，10（6，13）11－9－7
4，14（8，10）（5，9）（1，3）（2，12）13（6，11，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタノインディ �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．29 新潟14着

2018．3．25生 牡3鹿 母 コリエドペルル 母母 スイートクラフティ 5戦1勝 賞金 8，380，000円

02002 1月16日 曇 良 （3小倉1） 第1日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

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
1：06．5
1：06．5

良
良

818 ス テ ィ ク ス 牝3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 474－ 41：07．1 7．9�
24 デ ク ラ ー ク 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 プログレスファーム 444－101：07．73� 42．2�

11 テ リ ー ヌ 牝3鹿 54
53 ☆富田 暁三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 410＋ 41：08．01� 8．3�

12 ミエノベルル 牡3鹿 56 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 3．6�
23 バーニングパワー 牝3栗 54 藤岡 康太長谷川光司氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 472＋ 2 〃 クビ 8．5	
36 トーホウレッド 牝3鹿 54 �島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 静内フジカワ牧場 442－ 61：08．21� 5．5

714 テーオーディエス 牝3鹿 54 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 434－ 21：08．3� 12．3�
612 キタノオーシャン 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良北所 直人氏 高木 登 浦河 谷川牧場 458＋ 21：08．4クビ 120．3�
59 アロハロック 牝3青 54 勝浦 正樹荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 むかわ 上水牧場 412＋ 81：08．72 81．6
611 マイネルニゲラ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 石郷岡 五月 492＋ 61：08．8� 16．1�
713 サウンドクラウン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也増田 雄一氏 和田正一郎 日高 新井 昭二 464－10 〃 ハナ 45．9�
35 カシノローズ 牝3鹿 54 原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 日高 戸川牧場 406＋ 21：08．9� 405．8�
510 ダンツアスカ 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 登別 青藍牧場 438－101：09．21� 76．7�
816 フ ェ ラ ー ラ 牝3鹿 54 国分 恭介北山 敏�氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 410－16 〃 クビ 82．6�
817 ワイオミアロール 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 赤田牧場 408－ 41：09．83� 269．1�
47 ラグランジア 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 442－ 6 〃 クビ 133．5�
48 ソルティエラ 牝3青鹿54 小崎 綾也服部 統祥氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 21：10．01� 5．3�
715 パ ン サ ン 牝3芦 54

52 △山田 敬士是枝 浩平氏 浅野洋一郎 熊本 本田 土寿 402＋ 41：10．95 353．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，972，600円 複勝： 46，817，100円 枠連： 7，720，900円
馬連： 39，153，700円 馬単： 15，187，000円 ワイド： 38，561，300円
3連複： 63，309，600円 3連単： 59，234，200円 計： 295，956，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 360円 � 1，320円 � 240円 枠 連（2－8） 3，820円

馬 連 �� 24，590円 馬 単 �� 29，730円

ワ イ ド �� 6，960円 �� 1，500円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 59，720円 3 連 単 ��� 335，500円

票 数

単勝票数 計 259726 的中 � 26044（4番人気）
複勝票数 計 468171 的中 � 34191（7番人気）� 7841（10番人気）� 58937（4番人気）
枠連票数 計 77209 的中 （2－8） 1565（17番人気）
馬連票数 計 391537 的中 �� 1234（46番人気）
馬単票数 計 151870 的中 �� 383（65番人気）
ワイド票数 計 385613 的中 �� 1408（47番人気）�� 6793（20番人気）�� 1914（39番人気）
3連複票数 計 633096 的中 ��� 795（133番人気）
3連単票数 計 592342 的中 ��� 128（739番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．0―11．2―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．2―44．4―55．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．9
3 18（6，11）（4，2）（1，7，13）（3，5，8）（9，10）（12，16）－（14，15）17 4 18，6（4，11）（2，13）1，3，5（12，7，9）8（14，16，10）－（15，17）

勝馬の
紹 介

ス テ ィ ク ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．10．17 京都3着

2018．4．15生 牝3鹿 母 ペンテシレイア 母母 アコースティクス 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パンサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月16日まで平地競走に出

走できない。

第１回 小倉競馬 第１日



02003 1月16日 曇 稍重 （3小倉1） 第1日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走10時50分 （ダート・右）

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
56．9
56．9

重
重

58 ゲンパチミーティア 牡3鹿 56 吉田 隼人平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 472－ 4 59．4 1．6�
11 クレイジーリッチ 牡3栗 56

54 △山田 敬士江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 486± 01：00．03� 6．9�
814 エ コ ロ ワ カ 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 448＋ 41：00．42� 8．0�
33 タイセイアンシェル 牡3鹿 56 勝浦 正樹田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 木下牧場 414－101：00．82 7．2�
69 スマートシエル 牝3黒鹿54 藤岡 康太大川 徹氏 角田 晃一 浦河 桑田牧場 436－10 〃 クビ 25．0�
57 リゾートタイム 牝3鹿 54 川島 信二礒川 正明氏 新谷 功一 新ひだか 片岡 博 460± 01：00．9クビ 16．4�
45 ヴェルメリオ 牝3鹿 54 川又 賢治今村 明浩氏 坂口 智康 浦河 大北牧場 428± 01：01．0� 201．8	
712 タイセイラグーン 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック 440± 01：01．1� 22．5

711 スカイカンナ 牝3鹿 54 原田 和真小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 432－ 81：01．31 33．2�
610 カシノフォワード �3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 436± 0 〃 クビ 171．8�
34 トーティシェル 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 402－101：01．61� 127．9�
46 シゲルセキニンシャ 牡3鹿 56 小崎 綾也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 大栄牧場 492＋ 41：02．02� 274．4�
813 カシノオラフ 牡3芦 56

53 ▲服部 寿希柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 458＋101：02．42� 282．5�
22 ヒロシゲキング 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 444－ 41：03．14 21．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，108，900円 複勝： 93，745，900円 枠連： 6，539，100円
馬連： 34，180，000円 馬単： 22，062，100円 ワイド： 36，745，100円
3連複： 51，890，900円 3連単： 78，970，300円 計： 349，242，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（1－5） 460円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 230円 �� 230円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 4，020円

票 数

単勝票数 計 251089 的中 � 120084（1番人気）
複勝票数 計 937459 的中 � 669128（1番人気）� 54226（4番人気）� 54505（3番人気）
枠連票数 計 65391 的中 （1－5） 10938（2番人気）
馬連票数 計 341800 的中 �� 48791（2番人気）
馬単票数 計 220621 的中 �� 21211（2番人気）
ワイド票数 計 367451 的中 �� 45434（2番人気）�� 43594（3番人気）�� 7511（13番人気）
3連複票数 計 518909 的中 ��� 24393（5番人気）
3連単票数 計 789703 的中 ��� 14234（5番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―35．2―47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 8（7，9）（3，11，14）（1，5）（10，12）－4，13，6－2 4 8，9（7，3，14）1－（11，12）5，10，4，13－6－2

勝馬の
紹 介

ゲンパチミーティア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．11．23 阪神3着

2018．3．12生 牡3鹿 母 ロージーローズ 母母 ア ン ダ ン テ 4戦1勝 賞金 9，500，000円

02004 1月16日 曇 良 （3小倉1） 第1日 第4競走 ��2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

56 シゲルミズガメザ 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 山際 智 468± 03：13．4 5．0�
22 マイティウェイ 牡5黒鹿60 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 484± 03：13．82� 3．7�
44 � ジ ゲ ン 牡4鹿 59 難波 剛健林 正道氏 浅見 秀一 米 Diamond A

Racing Corp. 452＋ 63：14．22� 18．0�
55 デ ィ ー ド 牡5鹿 60 西谷 誠林 正道氏 斉藤 崇史 浦河 ヒダカフアーム B506＋ 63：14．51� 5．9�
68 � リ ッ ジ マ ン 牡8鹿 60 森 一馬�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 454－ 23：14．71	 3．5	
811� ペ ガ ー ズ 牡7鹿 60 白浜 雄造 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 514＋ 83：15．55 7．7

79 ピュアヒカリ 
5鹿 60 上野 翔鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 444＋10 〃 アタマ 124．5�
710 マテリアルワールド 牡5鹿 60 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 526＋ 23：15．92� 15．7�
812� クリノカナロアオー 
6黒鹿60 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 462＋123：16．21� 70．9
67 � ビッグスコール 牡5鹿 60 金子 光希木村 廣太氏 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 560＋143：16．62� 184．9�
11 メイショウイサナ 牡6栗 60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 516－ 43：22．0大差 19．0�
33 ケイアイリア 牡4栗 59 黒岩 悠 �ケイアイスタリオン 平田 修 新冠 隆栄牧場 518± 03：24．3大差 154．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，336，100円 複勝： 23，319，800円 枠連： 5，551，200円
馬連： 27，158，400円 馬単： 13，302，600円 ワイド： 21，871，900円
3連複： 43，383，000円 3連単： 55，397，700円 計： 208，320，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 140円 � 370円 枠 連（2－5） 410円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，290円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 20，810円

票 数

単勝票数 計 183361 的中 � 29009（3番人気）
複勝票数 計 233198 的中 � 34463（4番人気）� 54736（1番人気）� 11803（7番人気）
枠連票数 計 55512 的中 （2－5） 10317（1番人気）
馬連票数 計 271584 的中 �� 24063（1番人気）
馬単票数 計 133026 的中 �� 5096（6番人気）
ワイド票数 計 218719 的中 �� 16117（2番人気）�� 4134（17番人気）�� 4327（15番人気）
3連複票数 計 433830 的中 ��� 6881（15番人気）
3連単票数 計 553977 的中 ��� 1930（76番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．3－3F 37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 	→�→�→�」
�
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルミズガメザ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．6．22 阪神6着

2017．3．8生 牡4栗 母 カ イ ド ウ 母母 ハッピーリズム 障害：4戦1勝 賞金 11，100，000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 ブルベアカーキ号



02005 1月16日 晴 良 （3小倉1） 第1日 第5競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走12時10分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

68 フィールインラヴ �6黒鹿60 中村 将之大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 446－ 63：10．3 6．0�
79 テイエムディラン 牡6黒鹿60 西谷 誠竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 478－ 43：10．41� 4．1�
812 マイサンシャイン 牡5栗 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 486－ 63：10．71� 2．7�
44 ショウナンバレリオ 牡4黒鹿59 白浜 雄造国本 哲秀氏 池添 兼雄 新冠 細川農場 496＋ 63：11．23 4．6�
22 メイショウウチデ 牡5鹿 60 小坂 忠士松本 和子氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 468＋ 23：11．41� 25．3�
56 ビーオールアイズ �4黒鹿59 植野 貴也吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 450－14 〃 � 36．7�
55 � エタニティーワルツ 牡8黒鹿60 小野寺祐太村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 508＋ 43：12．25 18．8	
67 クリノテルチャン 牝4栗 57 大庭 和弥栗本 博晴氏 蛯名 利弘 浦河 山田牧場 492＋ 23：12．52 12．0

811 イサチルダイチ 牡5鹿 60 上野 翔小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 516＋ 43：15．9大差 56．8�
11 コスモタイシ 牡4栗 59 伴 啓太岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 468－193：16．42� 39．0�
33 � トーセンシュバリエ 牡4黒鹿59 草野 太郎島川 哉氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 478－ 13：18．5大差 142．3�
710 ア キ ン ド 牡5鹿 60 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 494± 0 （競走中止） 72．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，507，200円 複勝： 22，618，200円 枠連： 5，652，300円
馬連： 26，756，000円 馬単： 14，404，300円 ワイド： 22，633，100円
3連複： 45，310，700円 3連単： 59，832，700円 計： 213，714，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 130円 � 120円 枠 連（6－7） 740円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 420円 �� 340円 �� 250円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 8，590円

票 数

単勝票数 計 165072 的中 � 21943（4番人気）
複勝票数 計 226182 的中 � 30239（4番人気）� 45284（2番人気）� 54525（1番人気）
枠連票数 計 56523 的中 （6－7） 5910（3番人気）
馬連票数 計 267560 的中 �� 16871（5番人気）
馬単票数 計 144043 的中 �� 3942（11番人気）
ワイド票数 計 226331 的中 �� 12663（5番人気）�� 16620（3番人気）�� 25292（1番人気）
3連複票数 計 453107 的中 ��� 36801（2番人気）
3連単票数 計 598327 的中 ��� 5045（21番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．2－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
9－（12，2，4）－8，7，10，5－（6，11）＝1，3
9（12，4，2）8－7－5－6＝11，10－1－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィールインラヴ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．1．21 中京6着

2015．6．5生 �6黒鹿 母 オードリーローズ 母母 ヤングエブロス 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 アキンド号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため8号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ムーンレイカー号
（非抽選馬） 1頭 ワーウルフ号

02006 1月16日 晴 良 （3小倉1） 第1日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

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
1：44．1
1：43．9

良
良

713 バ ガ ン 牡3青 56 浜中 俊 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 辻 牧場 472＋ 61：47．9 3．7�

36 メイショウユウスイ 牡3鹿 56 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 474＋10 〃 ハナ 14．9�
612 サマーカナロア 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁前田 亘輝氏 昆 貢 新ひだか 千代田牧場 496－ 41：48．85 9．0�
815 キトゥンズマーチ 牝3鹿 54 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 452－14 〃 � 18．1�
47 シュトゥルーデル 牝3芦 54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 418－121：48．9クビ 2．6�
510 アスクドンキバック 牡3栗 56 加藤 祥太廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 456－ 41：49．0� 68．4	
11 ロフォーテン 牝3青鹿54 古川 吉洋
下河辺牧場 吉岡 辰弥 日高 下河辺牧場 408－ 61：49．1� 227．6�
714 ファーストソリスト 牝3黒鹿54 荻野 極�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 462－ 81：49．2クビ 90．6�
48 マスカリンラン 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良岡村 善行氏 尾形 和幸 新ひだか 西村牧場 458＋ 21：49．41� 83．3
35 レスプロンディール 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 460－ 21：49．5� 11．6�
23 エイシンリヒト 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 448＋ 41：50．13� 6．3�
611 ウエスタンアミーゴ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 400－ 6 〃 クビ 385．7�
59 テイケイラハイナ 牝3鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 4 〃 クビ 227．8�
816 ラブバルドー 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大増田 陽一氏 田島 俊明 日高 奥山 博 438－ 61：50．31� 198．0�
12 キラーマウンテン 牡3黒鹿56 川又 賢治山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 480－ 21：51．15 17．1�
24 テイエムメジャー 牡3芦 56 �島 良太竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 高昭牧場 480＋ 81：54．0大差 121．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，333，100円 複勝： 41，992，400円 枠連： 6，296，300円
馬連： 39，067，700円 馬単： 17，563，800円 ワイド： 39，243，800円
3連複： 59，638，600円 3連単： 64，172，600円 計： 298，308，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 270円 � 260円 枠 連（3－7） 1，390円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 810円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 8，940円 3 連 単 ��� 47，760円

票 数

単勝票数 計 303331 的中 � 65530（2番人気）
複勝票数 計 419924 的中 � 85593（2番人気）� 35248（5番人気）� 38476（4番人気）
枠連票数 計 62963 的中 （3－7） 3509（6番人気）
馬連票数 計 390677 的中 �� 8396（13番人気）
馬単票数 計 175638 的中 �� 2052（26番人気）
ワイド票数 計 392438 的中 �� 9684（13番人気）�� 12743（8番人気）�� 7040（19番人気）
3連複票数 計 596386 的中 ��� 5003（29番人気）
3連単票数 計 641726 的中 ��� 974（148番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．7―12．6―12．6―12．1―12．4―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．0―22．3―34．0―46．6―59．2―1：11．3―1：23．7―1：35．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

バ ガ ン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．12．13 阪神3着

2018．2．22生 牡3青 母 トーコーユズキ 母母 ピンクプルメリア 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 マスカリンラン号の騎手菅原明良は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・6番）

アスクドンキバック号の騎手加藤祥太は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・6番）
〔その他〕 テイエムメジャー号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



02007 1月16日 晴 良 （3小倉1） 第1日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・右）

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
1：06．5
1：06．5

良
良

510� デトロイトテソーロ 牝4黒鹿 54
53 ☆菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 米 Blackstone
Farm LLC 468± 01：06．9 4．4�

36 ヒ バ リ 牝4黒鹿 54
53 ☆富田 暁�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 426－ 21：07．0� 14．8�

24 � サトノジヴェルニー 牡4栗 56
55 ☆団野 大成 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 452－ 61：07．11� 2．4�
11 アセンダント 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 B458－ 21：07．95 63．6�
59 フ ァ タ リ テ 牡5鹿 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 452＋ 21：08．0� 129．5�
23 アサケエース 牡4鹿 56

53 ▲泉谷 楓真大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 438＋ 81：08．42 8．4	
816	 ア マ ー ビ レ 牝4黒鹿54 吉田 隼人安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 506＋ 2 〃 クビ 30．7

35 ヴァルドワーズ 牝5栗 55

54 ☆木幡 育也 �シルクレーシング 和田正一郎 洞
湖 レイクヴィラファーム 466＋ 8 〃 アタマ 26．1�
12 エ イ リ ア ス 牡4鹿 56 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋281：08．5クビ 45．3
611	 デュアリティ 牝5鹿 55

54 ☆亀田 温心中西 宏彰氏 森 秀行 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 500± 01：08．6� 78．1�

47 ピエーナテーラー 牝4栗 54 藤岡 康太中西 浩一氏 石橋 守 新冠 ハシモトフアーム 482＋ 81：09．02� 8．3�
817 レッドヴェイパー 牝4鹿 54 黛 弘人 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 424＋ 8 〃 クビ 128．5�
48 グッドアズゴールド 牝4黒鹿54 藤岡 佑介 �京都ホースレーシング 笹田 和秀 新ひだか 前川 勝春 416± 0 〃 アタマ 13．3�
714 ニホンピロヘイロー 牝6鹿 55 国分 恭介小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 468± 01：09．1� 42．9�
818 スリーマグナム 牡6鹿 57 荻野 極永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 492＋ 61：09．41� 24．6�
713	 リ ュ ッ カ 牝4鹿 54

53 ☆斎藤 新星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 414－14 〃 クビ 132．7�
715 エ ピ ロ ー グ 牝5鹿 55 小崎 綾也藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 470－ 1 〃 クビ 75．5�
612 ヴィクトリアポデル 牡5鹿 57 勝浦 正樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B498＋121：09．93 62．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，291，300円 複勝： 47，586，700円 枠連： 9，067，700円
馬連： 44，625，700円 馬単： 17，973，100円 ワイド： 45，377，700円
3連複： 70，399，400円 3連単： 71，139，300円 計： 337，460，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 280円 � 130円 枠 連（3－5） 2，090円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 280円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 15，200円

票 数

単勝票数 計 312913 的中 � 55701（2番人気）
複勝票数 計 475867 的中 � 75073（2番人気）� 32048（5番人気）� 121976（1番人気）
枠連票数 計 90677 的中 （3－5） 3349（8番人気）
馬連票数 計 446257 的中 �� 11641（9番人気）
馬単票数 計 179731 的中 �� 2643（16番人気）
ワイド票数 計 453777 的中 �� 10570（9番人気）�� 46540（1番人気）�� 15558（6番人気）
3連複票数 計 703994 的中 ��� 22076（3番人気）
3連単票数 計 711393 的中 ��� 3391（26番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―10．8―11．1―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．1―44．2―55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．6―3F33．8
3 10（6，12）（7，15）（4，16）（1，13，11）14（2，3）5，18，9，17，8 4 10，6，12，4（1，7）（15，16）2（13，11）（3，14）（9，5）（17，18）8

勝馬の
紹 介

�デトロイトテソーロ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2019．10．21 東京3着

2017．3．30生 牝4黒鹿 母 Bella Traviata 母母 Deceit 10戦2勝 賞金 22，860，000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。
（非抽選馬） 1頭 グラウクス号

02008 1月16日 晴 稍重 （3小倉1） 第1日 第8競走 ��1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

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
1：41．8
1：40．9

不良
重

713 ファイナルマズル 牡5鹿 57 丹内 祐次 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：45．5 4．8�

22 デ フ ィ 牡7鹿 57
56 ☆富田 暁佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 512－ 21：45．92� 87．1�

47 � オーバーリミット 牡4鹿 56 西村 淳也 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 辻 牧場 498－ 21：46．43 8．3�
610 アドマイヤメティス 牝4鹿 54 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 422－ 6 〃 クビ 3．3�
35 ニ ン ギ ル ス 牡4栗 56

53 ▲秋山 稔樹武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 444－ 6 〃 ハナ 10．9�
34 ケルンキングダム �5鹿 57 	島 良太谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 440－ 21：46．93 7．0	
11 ユノディエール 牡7鹿 57 国分 恭介ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム B470＋ 71：47．0クビ 286．2

814 カ ケ ル 牡4鹿 56 古川 吉洋中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 490－ 41：47．21
 8．9�
815 ミッキーマラン 牡6芦 57 酒井 学三木 久史氏 長谷川浩大 浦河 宮内牧場 B486－ 21：48．26 36．5�
46 スプリットロック 牡4栗 56 吉田 隼人水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 474－ 41：48．3クビ 8．7
58 ボ マ ラ イ ン �4鹿 56

54 △山田 敬士野嶋 祥二氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 460－ 61：48．62 155．6�
611 マイレリーフ 牝4鹿 54 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 434－ 21：48．7� 18．2�
712 チアフルローズ 牝5青鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 462－121：49．44 186．7�
59 � ムッシュパイロ 牡4鹿 56 小崎 綾也ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 552－101：49．71� 27．8�
23 � ハクアイオウ 牡4黒鹿56 川又 賢治 �H.Iコーポレーション 石橋 守 日高 広中 稔 554± 0 （競走中止） 41．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，277，700円 複勝： 43，254，700円 枠連： 9，648，700円
馬連： 45，388，500円 馬単： 19，222，500円 ワイド： 42，883，200円
3連複： 65，541，800円 3連単： 74，979，400円 計： 332，196，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 1，640円 � 300円 枠 連（2－7） 11，020円

馬 連 �� 24，780円 馬 単 �� 34，570円

ワ イ ド �� 6，390円 �� 690円 �� 9，440円

3 連 複 ��� 42，960円 3 連 単 ��� 280，200円

票 数

単勝票数 計 312777 的中 � 52082（2番人気）
複勝票数 計 432547 的中 � 76186（2番人気）� 5372（12番人気）� 36563（6番人気）
枠連票数 計 96487 的中 （2－7） 678（22番人気）
馬連票数 計 453885 的中 �� 1419（54番人気）
馬単票数 計 192225 的中 �� 417（95番人気）
ワイド票数 計 428832 的中 �� 1672（53番人気）�� 17074（4番人気）�� 1128（60番人気）
3連複票数 計 655418 的中 ��� 1144（128番人気）
3連単票数 計 749794 的中 ��� 194（797番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．4―30．0―42．8―55．3―1：07．8―1：20．1―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファイナルマズル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．11．4 福島5着

2016．3．25生 牡5鹿 母 リスティアエーデル 母母 ミスアヴェニュー 26戦2勝 賞金 36，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 ハクアイオウ号は，競走中に疾病〔左第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症し，3コーナーで転倒したため競走中止。
〔その他〕 ムッシュパイロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ムッシュパイロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月16日まで出走できない。



02009 1月16日 晴 良 （3小倉1） 第1日 第9競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：56．9
1：56．1

良
良

48 � イルーシヴゴールド 牝6芦 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：58．3 2．7�
35 バルバレスコ 牝4鹿 54 横山 和生 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 490± 01：58．51 15．5�
23 ハートウォーミング 牝5青鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋121：59．14 10．2�
611 ジ ャ ル ジ ェ 牝4青 54 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 488＋ 2 〃 ハナ 3．1�
47 アイオープナー 牝4青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 81：59．2クビ 50．1	
24 ピンクレガシー 牝4鹿 54

53 ☆斎藤 新 �グリーンファーム藤岡 健一 千歳 社台ファーム 432－ 41：59．41� 33．7

713 アドマイヤミモザ 牝4黒鹿 54

53 ☆富田 暁近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－10 〃 ハナ 6．3�
714 フェスタマドンナ 牝6鹿 55 藤懸 貴志服部 統祥氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 526＋ 2 〃 クビ 302．8�
817� パラティーノヒル 牝4栗 54

52 △山田 敬士Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 398＋ 21：59．61� 537．7

11 オムニプレゼンス 牝4鹿 54
53 ☆菅原 明良ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：59．91� 29．9�
12 � テ レ ー ザ 牝4青鹿54 国分 恭介門野 文典氏 田所 秀孝 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 2 〃 クビ 492．7�
612 プロスペリティ 牝5黒鹿 55

54 ☆団野 大成 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム B454－ 62：00．42� 111．7�
815 ベリンダアン 牝4青鹿 54

51 ▲服部 寿希 TURFレーシング 小野 次郎 むかわ 平岡牧場 430＋ 42：00．51 51．5�
816 アンサンブル 牝4青鹿54 �島 克駿 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 472－122：01．13� 34．8�
36 ラフダイヤモンド 牝4栗 54 西村 淳也�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 平山牧場 462＋ 22：01．63 16．4�
510 ライレローズ 牝6黒鹿 55

54 ☆木幡 育也 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：03．19 25．2�
59 ト ス ア ッ プ 牝5栗 55 荻野 極 �シルクレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 448± 02：03．95 229．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 36，833，400円 複勝： 50，294，700円 枠連： 8，127，400円
馬連： 49，551，600円 馬単： 20，275，400円 ワイド： 47，770，500円
3連複： 78，200，400円 3連単： 79，069，300円 計： 370，122，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 310円 � 220円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 740円 �� 520円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 24，190円

票 数

単勝票数 計 368334 的中 � 105594（1番人気）
複勝票数 計 502947 的中 � 133560（1番人気）� 32323（5番人気）� 52491（4番人気）
枠連票数 計 81274 的中 （3－4） 7889（3番人気）
馬連票数 計 495516 的中 �� 15636（8番人気）
馬単票数 計 202754 的中 �� 4611（11番人気）
ワイド票数 計 477705 的中 �� 16630（7番人気）�� 24575（3番人気）�� 6069（26番人気）
3連複票数 計 782004 的中 ��� 9398（17番人気）
3連単票数 計 790693 的中 ��� 2369（54番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―12．3―11．9―11．8―12．1―12．1―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．9―34．3―46．6―58．5―1：10．3―1：22．4―1：34．5―1：46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
5，6（8，10）（12，15）（7，16）（3，13）（2，11，9）17－1－4，14・（5，6）8（12，16，11）（7，10）（3，13）15（2，1）（17，14）4，9

2
4
5，6（8，10）12（7，15）3（13，16）2，11，9，17，1，4，14
5，8（7，6，11）（12，16）（2，3）（17，13，1）（4，15，14）10＝9

勝馬の
紹 介

�イルーシヴゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Elusive City

2015．1．14生 牝6芦 母 プンタステラ 母母 Eroica 24戦1勝 賞金 41，582，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ピンクレガシー号の騎手斎藤新は，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：12番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トスアップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月16日まで平地競走に出

走できない。

02010 1月16日 晴 良 （3小倉1） 第1日 第10競走 ��1，200�
お ご お り

小 郡 特 別
発走14時50分 （芝・右）
4歳以上，2勝クラス，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

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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

12 タマモティータイム 牝4鹿 54 �島 良太タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B460－ 21：07．4 2．6�
11 インザムービー 牝4鹿 51 菅原 明良安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 492＋121：08．03� 29．6�
713 メイショウシャチ 牡8鹿 53 古川 吉洋松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 480－ 41：08．1クビ 208．9�
612 マッスルマサムネ �6鹿 54 川又 賢治塩澤 正樹氏 池添 学 洞�湖 レイクヴィラファーム 494－ 21：08．2� 36．6�
47 ディモールト 牡4黒鹿54 勝浦 正樹市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム 512＋ 6 〃 � 57．6�
36 バカラクイーン 牝5栗 52 丹内 祐次	三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 476－ 41：08．3� 14．4

817 ビオグラフィー 牝4鹿 52 富田 暁 	シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B472＋ 4 〃 ハナ 18．8�
59 タガノカルラ 牡5鹿 55 酒井 学八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋12 〃 クビ 23．4�
510 スマイルスター 牝5栗 52 亀田 温心 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 508＋ 21：08．61� 53．1
714 レッドベレーザ 牝5鹿 52 荻野 極 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438＋ 4 〃 クビ 49．4�
48 ファストボウラー 牡4栗 54 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新冠 有限会社 大
作ステーブル B476＋ 61：08．8	 38．0�

24 グランマリアージュ 牝4鹿 54 団野 大成 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 464＋ 21：08．9� 8．6�

818 ラ キ 牝4鹿 53 小崎 綾也 �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 458± 0 〃 クビ 25．9�

816 クリノイダテン 牡6青鹿54 森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 446± 0 〃 アタマ 78．2�
35 
 ハーキーステップ 牡5青鹿53 加藤 祥太宮田美恵子氏 浜田多実雄 浦河 金成吉田牧場 506＋181：09．0クビ 274．4�
715 テーオーマルクス 牡4鹿 54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 502＋101：09．1	 22．5�
23 サウンドカナロア 牡5鹿 55 斎藤 新増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B472－ 21：09．41	 21．7�
611� ゼ ツ エ イ 牡4鹿 54 西村 淳也吉田 和美氏 音無 秀孝 豪 Raffles Dancers

（N Z）Pty Ltd B500＋ 2 （競走中止） 3．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 50，677，600円 複勝： 68，010，700円 枠連： 16，429，500円
馬連： 86，359，100円 馬単： 34，968，700円 ワイド： 75，013，200円
3連複： 139，068，000円 3連単： 146，060，900円 計： 616，587，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 680円 � 4，600円 枠 連（1－1） 3，640円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 12，370円 �� 49，740円

3 連 複 ��� 202，920円 3 連 単 ��� 641，780円

票 数

単勝票数 計 506776 的中 � 151418（1番人気）
複勝票数 計 680107 的中 � 159691（1番人気）� 21874（9番人気）� 2918（17番人気）
枠連票数 計 164295 的中 （1－1） 3490（15番人気）
馬連票数 計 863591 的中 �� 16903（13番人気）
馬単票数 計 349687 的中 �� 5178（15番人気）
ワイド票数 計 750132 的中 �� 15706（10番人気）�� 1539（93番人気）�� 381（137番人気）
3連複票数 計1390680 的中 ��� 514（379番人気）
3連単票数 計1460609 的中 ��� 165（1523番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．9―11．0―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．9―43．9―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F34．5
3 2（3，17）1（4，8）（6，15）18（13，11）（7，10）（5，9）（12，14，16） 4 2（1，17）3（6，4，8）15，13，18（7，10）－（5，9）－（12，14，16）＝11

勝馬の
紹 介

タマモティータイム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．12．22 阪神7着

2017．4．12生 牝4鹿 母 チャームポット 母母 ホットプレイ 11戦3勝 賞金 40，575，000円
〔競走中止〕 ゼツエイ号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アビエルト号
（非抽選馬） 5頭 イサチルルンルン号・キーダイヤ号・シャイニールミナス号・ディアボレット号・ローランダー号



02011 1月16日 晴 良 （3小倉1） 第1日 第11競走 ��
��1，800�

にじ まつばら

虹の松原ステークス
発走15時25分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

813 アーデントリー 牡5鹿 57 �島 克駿巴山 尊文氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 450－ 21：46．2 120．4�
33 ミスニューヨーク 牝4青鹿54 加藤 祥太�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 460－ 2 〃 ハナ 3．6�
610	 クリデュクール 牡7栗 57 団野 大成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 510－ 21：46．3
 10．0�
58 リトミカメンテ 牝5栗 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 61：46．4
 3．0�
712 サンライズオネスト 牡4黒鹿56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 61：46．5� 8．5�
57 	 ダブルシャープ 牡6鹿 57 酒井 学天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 492－ 8 〃 クビ 9．5	
45 	 シ ン ボ 牡4鹿 56 古川 吉洋�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 462＋ 61：46．6クビ 53．0

814 フィオリキアリ 牝4鹿 54 西村 淳也槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 4 〃 アタマ 11．6�
69 エングレーバー 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 454－ 21：46．92 8．3�
22 ハ ウ エ バ ー 牡7栗 57 斎藤 新古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 426± 01：47．0クビ 88．0
34 	 スリーマキシマム 牡10鹿 57 富田 暁永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 496＋ 21：47．1
 124．8�
46 インターセクション 牡6栗 57 小崎 綾也ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488＋101：47．31
 145．2�
711 プラチナヴォイス 牡7鹿 57 勝浦 正樹本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 522－121：47．4
 40．5�
11 メイショウモウコ 牡7栗 57 浜中 俊松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 502± 01：49．2大差 27．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 63，276，900円 複勝： 84，383，500円 枠連： 27，631，500円
馬連： 156，819，200円 馬単： 56，888，400円 ワイド： 113，284，600円
3連複： 239，689，000円 3連単： 271，722，300円 計： 1，013，695，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，040円 複 勝 � 1，600円 � 180円 � 290円 枠 連（3－8） 1，810円

馬 連 �� 18，690円 馬 単 �� 67，830円

ワ イ ド �� 3，550円 �� 11，900円 �� 770円

3 連 複 ��� 48，770円 3 連 単 ��� 637，530円

票 数

単勝票数 計 632769 的中 � 4204（12番人気）
複勝票数 計 843835 的中 � 10603（11番人気）� 151896（2番人気）� 74212（5番人気）
枠連票数 計 276315 的中 （3－8） 11772（9番人気）
馬連票数 計1568192 的中 �� 6501（37番人気）
馬単票数 計 568884 的中 �� 629（101番人気）
ワイド票数 計1132846 的中 �� 8047（32番人気）�� 2363（61番人気）�� 40297（8番人気）
3連複票数 計2396890 的中 ��� 3686（104番人気）
3連単票数 計2717223 的中 ��� 309（897番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―12．2―11．9―12．1―11．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．6―34．1―46．3―58．2―1：10．3―1：22．1―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アーデントリー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2018．7．29 小倉1着

2016．3．28生 牡5鹿 母 パ リ ュ ー ル 母母 パリスセイリュウ 26戦4勝 賞金 74，245，000円
〔制裁〕 リトミカメンテ号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

02012 1月16日 晴 稍重 （3小倉1） 第1日 第12競走 1，700�
ひびきなだ

響 灘 特 別
発走16時00分 （ダート・右）

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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

815 モズレジーナ 牝5鹿 55 藤岡 康太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 438－ 41：45．1 7．8�
814� リーピングリーズン 牝5青鹿55 西村 淳也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 496± 01：45．41� 43．1�

58 タガノエルフ 牝6黒鹿55 横山 和生八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B464－101：45．72 14．6�

11 ティボリドライヴ 牝5栗 55 �島 克駿松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 472－ 41：45．8� 15．6�

712 ローズベリル 牝6黒鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B492± 01：45．9クビ 5．3	
611 モリノカワセミ 牝5鹿 55 木幡 育也森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 460－ 21：46．21� 77．4

46 � デュアルウィールド 牝6栗 55 菅原 明良 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 506－101：46．3� 109．2�
713 ジョウショーリード 牝4黒鹿54 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 柏木 一則 480＋ 41：46．4� 6．4�
47 アドマイヤビーナス 牝5栗 55 浜中 俊近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B472－ 81：46．5クビ 2．1
35 � ナナカマドカ 牝5黒鹿55 荻野 極飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 464－ 4 〃 クビ 239．4�
34 フレッシビレ 牝6栗 55 丹内 祐次�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B514－ 41：47．13� 77．2�
59 テイエムレビュー 牝4栗 54 秋山 稔樹竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 458－251：47．73� 148．6�
610 メトロポール 牝5黒鹿55 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 英 Godolphin 484－ 4 〃 クビ 21．5�
22 ザ イ ラ 牝4鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 476－ 21：48．76 17．4�
23 マイエンフェルト 牝5鹿 55 団野 大成 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 450－101：48．8� 59．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，986，800円 複勝： 78，949，600円 枠連： 20，964，100円
馬連： 93，077，300円 馬単： 39，683，000円 ワイド： 79，675，800円
3連複： 139，620，900円 3連単： 181，142，200円 計： 695，099，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 300円 � 800円 � 410円 枠 連（8－8） 11，190円

馬 連 �� 9，450円 馬 単 �� 15，760円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 1，370円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 29，590円 3 連 単 ��� 160，350円

票 数

単勝票数 計 619868 的中 � 63529（4番人気）
複勝票数 計 789496 的中 � 76510（4番人気）� 23473（9番人気）� 50979（5番人気）
枠連票数 計 209641 的中 （8－8） 1451（25番人気）
馬連票数 計 930773 的中 �� 7633（29番人気）
馬単票数 計 396830 的中 �� 1888（52番人気）
ワイド票数 計 796758 的中 �� 6697（32番人気）�� 15278（14番人気）�� 5164（36番人気）
3連複票数 計1396209 的中 ��� 3538（91番人気）
3連単票数 計1811422 的中 ��� 819（442番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．9―12．7―12．5―12．2―12．5―13．0―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．7―42．4―54．9―1：07．1―1：19．6―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
2，12（3，13）（5，7，14）9（1，11）－（6，15）－（4，10，8）・（2，12）13（3，7，14）（5，1，11）（9，15）8（4，6）10

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

勝馬の
紹 介

モズレジーナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．3．17 阪神7着

2016．5．2生 牝5鹿 母 グランプリエンゼル 母母 ア ン ダ ン テ 23戦3勝 賞金 48，743，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（3小倉1）第1日 1月16日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 183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

203，800，000円
3，020，000円
19，150，000円
1，480，000円
22，540，000円
77，241，500円
6，448，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
416，953，800円
645，766，900円
129，590，500円
685，417，000円
290，316，900円
602，248，200円
1，067，483，600円
1，212，176，700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 5，049，953，600円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回小倉競馬第1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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