
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

02025 1月23日 雨 重 （3小倉1） 第3日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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
1：41．8
1：40．9

不良
重

44 ランスオブアース 牝3青鹿 54
51 ▲泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460－ 41：45．7 3．1�

79 レッドウッドヒル 牝3栗 54 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 478－ 41：46．22� 3．7�

78 サトミノヒカリ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大田代 洋己氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 452＋ 21：46．73 92．4�
66 ヴェールアップ 牝3芦 54 �島 克駿 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 2．9�
11 セカンドワルツ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 458－ 61：47．12� 22．8	
55 ラブリーマカロン 牝3芦 54 勝浦 正樹�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 492± 01：47．31� 96．8

810 クリノラピッド 牝3黒鹿54 原田 和真栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 452＋ 4 〃 クビ 72．0�
811 メイショウカイト 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 442－ 81：47．4クビ 6．9�
22 ザイグザンプル 牝3青鹿 54

53 ☆菅原 明良嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 472＋ 4 〃 クビ 48．3
67 コニャックダイヤ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 藤沢牧場 444－ 61：47．93 18．8�
33 タガノアイル 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心八木 良司氏 宮本 博 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 484－ 4 〃 アタマ 33．9�
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売 得 金
単勝： 26，390，400円 複勝： 35，509，800円 枠連： 5，453，400円
馬連： 43，874，500円 馬単： 22，315，300円 ワイド： 34，994，900円
3連複： 64，174，900円 3連単： 85，661，500円 計： 318，374，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 130円 � 1，610円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，800円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 10，300円 3 連 単 ��� 28，930円

票 数

単勝票数 計 263904 的中 � 66767（2番人気）
複勝票数 計 355098 的中 � 63292（3番人気）� 96850（1番人気）� 3332（10番人気）
枠連票数 計 54534 的中 （4－7） 8399（2番人気）
馬連票数 計 438745 的中 �� 69856（2番人気）
馬単票数 計 223153 的中 �� 16493（3番人気）
ワイド票数 計 349949 的中 �� 38525（3番人気）�� 2897（23番人気）�� 2347（26番人気）
3連複票数 計 641749 的中 ��� 4671（30番人気）
3連単票数 計 856615 的中 ��� 2146（89番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―13．0―12．6―12．2―12．7―12．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．8―42．8―55．4―1：07．6―1：20．3―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランスオブアース �
�
父 エピファネイア �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．9．20 中京4着

2018．3．20生 牝3青鹿 母 マイスクエアワン 母母 シ ビ サ ー バ 5戦1勝 賞金 8，710，000円

02026 1月23日 雨 稍重 （3小倉1） 第3日 第2競走 2，000�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
1：56．9
1：56．1

良
良

89 トーホウバロン 牡3黒鹿56 藤岡 康太東豊物産� 石坂 公一 日高 シンボリ牧場 484＋ 82：02．4 3．0�
44 テンサウザンドケイ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也桑野 克己氏 杉浦 宏昭 日高 滝本 健二 490＋122：02．51 14．8�
78 アレレブルー 牡3黒鹿56 �島 克駿程田 真司氏 杉山 晴紀 浦河 有限会社

吉田ファーム 442－ 62：03．13� 5．2�
11 セブンデイズ 牡3青鹿56 黛 弘人前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 478＋122：03．41� 8．7�
22 ウインマイソウル 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 412＋ 22：03．5クビ 20．1�
810 ニシノカグラ 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 浦河 谷川牧場 394－ 62：04．03 8．4	
66 ケンアンビシャス 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 480± 02：04．1� 13．0

55 ヤマニンジャベリン 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 524－ 2 〃 クビ 41．8�
77 ピュアコサージュ 牝3鹿 54 西村 淳也飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 454＋ 62：04．2� 19．2�
33 ラ リ ッ ク 牡3栗 56 吉田 隼人吉田 勝己氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 436＋ 22：04．94 4．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，944，500円 複勝： 36，661，100円 枠連： 4，867，400円
馬連： 33，600，100円 馬単： 16，220，600円 ワイド： 34，862，800円
3連複： 49，440，100円 3連単： 60，308，400円 計： 259，905，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 290円 � 190円 枠 連（4－8） 1，620円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 640円 �� 410円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 21，600円

票 数

単勝票数 計 239445 的中 � 63057（1番人気）
複勝票数 計 366611 的中 � 80653（1番人気）� 25795（7番人気）� 50238（3番人気）
枠連票数 計 48674 的中 （4－8） 2319（7番人気）
馬連票数 計 336001 的中 �� 12284（8番人気）
馬単票数 計 162206 的中 �� 3431（13番人気）
ワイド票数 計 348628 的中 �� 14019（6番人気）�� 23419（3番人気）�� 5627（24番人気）
3連複票数 計 494401 的中 ��� 9480（13番人気）
3連単票数 計 603084 的中 ��� 2024（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―35．8―48．7―1：01．2―1：13．5―1：25．7―1：37．8―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーホウバロン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．10．3 中京9着

2018．2．14生 牡3黒鹿 母 スイートマトルーフ 母母 スイートフルーレ 4戦1勝 賞金 6，910，000円
※ヤマニンジャベリン号は，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 小倉競馬 第３日



02027 1月23日 雨 重 （3小倉1） 第3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

811 サウンドブライアン 牡3芦 56 西村 淳也増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 466－ 6 58．6 2．8�
44 スパークリングアイ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 哲夫 500＋ 4 58．7� 10．9�
79 ハイレリーフ 牝3青鹿54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B440－ 2 59．01� 8．3�
55 クリムゾンハート 牝3鹿 54 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 446－16 59．21� 4．7�
33 スプリングローズ 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 434＋ 6 〃 アタマ 72．3�
22 コパノランニング 牡3栗 56

55 ☆団野 大成小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 片岡 博 470－ 2 59．51� 31．6�
68 マラムレシュ 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 414－12 59．61 19．9	
812 メイショウスコヤカ 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 456－ 4 59．7� 4．8

11 ノボインパクト 牝3鹿 54 勝浦 正樹�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 440± 0 59．91� 11．2�
67 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 406－ 21：00．11� 67．0�
56 プラジオライト 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 B476－ 41：01．05 123．0�
710 エルプシオン 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：01．85 16．0�
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売 得 金
単勝： 32，776，900円 複勝： 41，302，000円 枠連： 7，162，000円
馬連： 39，081，500円 馬単： 18，674，800円 ワイド： 36，000，000円
3連複： 54，769，300円 3連単： 63，882，900円 計： 293，649，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 250円 � 250円 枠 連（4－8） 980円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 480円 �� 510円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 15，420円

票 数

単勝票数 計 327769 的中 � 92564（1番人気）
複勝票数 計 413020 的中 � 99292（1番人気）� 37026（4番人気）� 36732（5番人気）
枠連票数 計 71620 的中 （4－8） 5635（4番人気）
馬連票数 計 390815 的中 �� 21202（5番人気）
馬単票数 計 186748 的中 �� 5969（6番人気）
ワイド票数 計 360000 的中 �� 20155（3番人気）�� 18488（4番人気）�� 7001（17番人気）
3連複票数 計 547693 的中 ��� 11321（10番人気）
3連単票数 計 638829 的中 ��� 3003（33番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―33．9―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドブライアン �
�
父 クリーンエコロジー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．10．24 京都13着

2018．2．25生 牡3芦 母 ブライアンオークス 母母 グランスオークス 4戦1勝 賞金 6，910，000円

02028 1月23日 雨 稍重 （3小倉1） 第3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

67 エイシンクリック 牡7鹿 60 西谷 誠�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 482－ 43：12．2 1．9�
55 � ブルベアカーキ 牡5鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 沼田 照秋 562＋123：14．9大差 21．3�
68 クラウンディバイダ �8黒鹿60 大庭 和弥�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 464＋ 63：15．32� 12．4�
79 ジャストアジゴロ 牡5黒鹿60 白浜 雄造原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 466＋ 63：16．36 5．1�
33 ヨ シ オ 牡8鹿 60 熊沢 重文岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 496＋ 63：18．1大差 8．1�
11 マジカルスペル 牡7芦 60 高田 潤吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 538＋ 23：18．2クビ 7．9	
44 
 モズエロイコ 牡5鹿 60 平沢 健治 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 492＋183：18．73 18．7

812 マイネルツァイト 牡7青鹿60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 518＋ 83：18．8� 82．4�
710 エフティハヤテ 牡4青 59 上野 翔吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 492－ 43：19．97 64．7�
22 キミノミラクル 牝4栃栗57 高野 和馬平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 496＋103：21．49 79．1
56 リュウノゲキリン �4青鹿59 黒岩 悠二口 雅一氏 牧田 和弥 浦河 浦河育成牧場 482＋ 23：22．78 18．7�
811� イッツザファースト 牡5芦 60 金子 光希飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 490＋103：26．5大差 80．0�
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売 得 金
単勝： 22，475，400円 複勝： 26，539，600円 枠連： 6，007，800円
馬連： 27，184，000円 馬単： 15，748，700円 ワイド： 24，404，500円
3連複： 47，898，200円 3連単： 59，929，400円 計： 230，187，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 390円 � 190円 枠 連（5－6） 640円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 750円 �� 350円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 21，960円

票 数

単勝票数 計 224754 的中 � 93602（1番人気）
複勝票数 計 265396 的中 � 100343（1番人気）� 10499（8番人気）� 29717（3番人気）
枠連票数 計 60078 的中 （5－6） 7213（2番人気）
馬連票数 計 271840 的中 �� 8648（10番人気）
馬単票数 計 157487 的中 �� 2843（15番人気）
ワイド票数 計 244045 的中 �� 8117（7番人気）�� 20172（2番人気）�� 2935（21番人気）
3連複票数 計 478982 的中 ��� 7723（17番人気）
3連単票数 計 599294 的中 ��� 1978（66番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．4－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンクリック �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャロルハウス デビュー 2017．3．19 阪神11着

2014．3．3生 牡7鹿 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ 障害：5戦1勝 賞金 13，890，000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 ジェミニキング号



02029 1月23日 雨 稍重 （3小倉1） 第3日 第5競走 ��2，860�障害4歳以上オープン
発走12時10分 （ 芝 ）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：06．6良

33 ド ゴ ー ル 牡5鹿 60 小野寺祐太 �カナヤマホール
ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 472＋ 23：13．4 18．6�

812 モ ザ イ ク 牡7黒鹿60 高田 潤吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 476＋ 83：13．61� 4．3�
67 � リボンナイト 牡7鹿 60 平沢 健治吉田 勝利氏 小崎 憲 新冠 ハクツ牧場 446＋ 43：13．91� 7．2�
56 	 カポラヴォーロ 
6栗 60 草野 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 508－ 4 〃 クビ 4．3�

11 シングルアップ 牡5鹿 60 森 一馬 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 544± 03：14．0クビ 4．6	
811� ホシルミエール 
8鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 460－143：14．21� 25．8

68 � クリノライジン 牡5栗 60 熊沢 重文栗本 博晴氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 474± 03：14．3� 12．7�
44 インシュラー 
7鹿 60 蓑島 靖典 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 450－ 63：14．72� 9．5�
79 ナイトジュレップ 牡6栗 60 北沢 伸也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 23：14．91� 62．4
710 タイセイアプローズ 牡9鹿 60 植野 貴也田中 成奉氏 森田 直行 日高 ナカノファーム 464－ 23：15．43 20．8�
22 � アイファーアクター 牡5鹿 60 高野 和馬中島 稔氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 488＋ 23：16．14 25．7�
55 ガッツィーソート 牡6栗 60 上野 翔小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 520－ 6 （競走中止） 17．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，307，200円 複勝： 27，346，400円 枠連： 6，630，300円
馬連： 31，017，500円 馬単： 15，734，500円 ワイド： 28，074，000円
3連複： 55，407，800円 3連単： 60，390，100円 計： 243，907，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，860円 複 勝 � 470円 � 160円 � 180円 枠 連（3－8） 4，320円

馬 連 �� 4，950円 馬 単 �� 12，290円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 2，490円 �� 490円

3 連 複 ��� 9，960円 3 連 単 ��� 85，680円

票 数

単勝票数 計 193072 的中 � 8288（8番人気）
複勝票数 計 273464 的中 � 11392（9番人気）� 51562（1番人気）� 41085（3番人気）
枠連票数 計 66303 的中 （3－8） 1189（17番人気）
馬連票数 計 310175 的中 �� 4855（20番人気）
馬単票数 計 157345 的中 �� 960（58番人気）
ワイド票数 計 280740 的中 �� 3998（25番人気）�� 2760（38番人気）�� 15962（3番人気）
3連複票数 計 554078 的中 ��� 4170（38番人気）
3連単票数 計 603901 的中 ��� 511（323番人気）
上り 1マイル 1：49．6 4F 53．4－3F 40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド ゴ ー ル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2018．9．1 新潟1着

2016．3．15生 牡5鹿 母 ガ イ ヤ ー ル 母母 メイトリアーク 障害：6戦2勝 賞金 22，980，000円
〔競走中止〕 ガッツィーソート号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目2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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モサ号
（非抽選馬） 8頭 アサクサゲンキ号・グランソード号・サウスオブボーダー号・シゲルスズキ号・セイウンフォーカス号・

ビーハグ号・プレシャスタイム号・マイネルオフィール号

02030 1月23日 雨 稍重 （3小倉1） 第3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

812 ショウナンアイビー 牡3鹿 56 藤懸 貴志国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B494－ 61：49．7 15．0�
710 グルーヴビート 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：50．12 3．3�
67 � フランクエトワール 牡3鹿 56 森 一馬 DMMドリームクラブ� 松永 昌博 愛 Dream Farm

Co. Ltd 460＋ 21：50．2� 3．2�
22 バ ル レ ッ タ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432＋ 41：50．83� 2．7�
11 カシノオラフ 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 452－ 61：51．01� 195．4	
44 トーセンユーリ 牡3鹿 56 横山 和生島川 
哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 4 〃 アタマ 27．7�
55 メタモルフォシス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 436－ 81：51．21� 177．8�
56 スズカマクフィ 牝3鹿 54 西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 426－ 21：51．62� 13．7
33 タガノリヴェラーノ 牡3黒鹿56 	島 克駿八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 八木牧場 446＋ 4 〃 ハナ 24．7�
811 メイショウマサカリ 牡3青鹿56 勝浦 正樹松本 好雄氏 西浦 勝一 様似 中脇 一幸 448－ 21：52．02� 46．2�
68 タイガーブルズアイ 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 新ひだか 上野 正恵 450－101：52．64 75．0�
79 サニースポット 牝3栗 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム 462＋141：53．66 137．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 33，642，000円 複勝： 35，091，100円 枠連： 6，213，000円
馬連： 40，639，100円 馬単： 23，123，700円 ワイド： 35，731，900円
3連複： 56，848，200円 3連単： 83，088，700円 計： 314，377，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 210円 � 140円 � 130円 枠 連（7－8） 1，660円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 770円 �� 590円 �� 280円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 21，880円

票 数

単勝票数 計 336420 的中 � 17917（5番人気）
複勝票数 計 350911 的中 � 33677（5番人気）� 66112（3番人気）� 79630（1番人気）
枠連票数 計 62130 的中 （7－8） 2897（7番人気）
馬連票数 計 406391 的中 �� 11438（8番人気）
馬単票数 計 231237 的中 �� 2597（24番人気）
ワイド票数 計 357319 的中 �� 10887（9番人気）�� 14780（4番人気）�� 36188（3番人気）
3連複票数 計 568482 的中 ��� 19589（5番人気）
3連単票数 計 830887 的中 ��� 2752（74番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．8―12．3―12．0―11．9―12．0―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．6―48．9―1：00．9―1：12．8―1：24．8―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンアイビー �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．7．25 新潟7着

2018．4．1生 牡3鹿 母 ダイストウショウ 母母 メイトウショウ 8戦1勝 賞金 5，100，000円



02031 1月23日 雨 重 （3小倉1） 第3日 第7競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・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
1：41．8
1：40．9

不良
重

23 ミモザゴール 牝4鹿 54
51 ▲秋山 稔樹 �京都ホースレーシング 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド 482＋ 21：43．0 12．3�

36 クーファアチャラ 牝4鹿 54
53 ☆団野 大成大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 450－ 81：43．74 7．4�

510 ソプラドール 牝4栗 54
53 ☆富田 暁�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ B478－ 81：44．12� 4．7�
48 ノワールフレグラン 牝4青鹿54 吉田 隼人 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B436± 0 〃 クビ 6．0�
714 ワンダーシエンプロ 牝4栗 54 西村 淳也山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 428－ 81：44．2クビ 10．1�
35 ヤ マ メ 牝4黒鹿 54

51 ▲小林 凌大越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 464± 01：44．41 27．3	
611 カ グ ラ ヒ メ 牝5青鹿55 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 シンボリ牧場 470＋ 8 〃 クビ 10．9

612 アンジェリーブル 牝5栗 55

54 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 21：44．5クビ 14．8�
815� メイショウアサヒ 牝4鹿 54 �島 克駿松本 好氏 笹田 和秀 浦河 まるとみ冨岡牧場 468－ 4 〃 クビ 51．6�
24 メイショウコバコ 牝4栗 54

53 ☆斎藤 新松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 480－ 21：44．7� 49．1�
11 シャンボールロッソ 牝4鹿 54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 432－ 21：44．8� 52．4�
713 アドマイヤメティス 牝4鹿 54 藤岡 康太近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418－ 4 〃 クビ 9．8�
12 � マーブルサニー 牝5芦 55

52 ▲泉谷 楓真下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 484－ 21：45．11� 14．1�

47 メイショウカスガ 牝5栗 55
53 ◇藤田菜七子松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 462＋ 2 〃 クビ 18．2�

816 アルヴェント 牝4鹿 54 浜中 俊街風 雄氏 武 幸四郎 安平 追分ファーム 474－ 61：47．8大差 14．4�
59 ア マ ゾ ー ヌ 牝4黒鹿 54

53 ☆菅原 明良 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 482－101：49．510 134．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，624，900円 複勝： 55，874，800円 枠連： 10，829，000円
馬連： 53，722，700円 馬単： 20，976，200円 ワイド： 57，234，600円
3連複： 97，952，800円 3連単： 90，527，500円 計： 421，742，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 310円 � 250円 � 170円 枠 連（2－3） 3，300円

馬 連 �� 6，020円 馬 単 �� 12，700円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，410円 �� 960円

3 連 複 ��� 10，830円 3 連 単 ��� 69，080円

票 数

単勝票数 計 346249 的中 � 22385（7番人気）
複勝票数 計 558748 的中 � 40751（6番人気）� 55154（3番人気）� 101920（1番人気）
枠連票数 計 108290 的中 （2－3） 2536（20番人気）
馬連票数 計 537227 的中 �� 6911（26番人気）
馬単票数 計 209762 的中 �� 1238（57番人気）
ワイド票数 計 572346 的中 �� 7618（23番人気）�� 10406（12番人気）�� 15659（5番人気）
3連複票数 計 979528 的中 ��� 6782（22番人気）
3連単票数 計 905275 的中 ��� 950（197番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．8―42．7―55．2―1：06．9―1：18．5―1：30．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミモザゴール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2019．6．30 中京11着

2017．3．30生 牝4鹿 母 ハナズゴール 母母 シャンハイジェル 9戦2勝 賞金 15，700，000円
〔その他〕 アマゾーヌ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。

02032 1月23日 雨 稍重 （3小倉1） 第3日 第8競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時45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

48 � ロ ジ ー ナ 牝4黒鹿 54
53 ☆団野 大成 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 448－131：08．8 9．5�

714 オシリスブレイン 牡4青鹿 56
54 ◇藤田菜七子エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 490－ 21：08．91 3．0�

59 � ブラックアーシャ 牝5黒鹿 55
52 ▲秋山 稔樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 486＋ 21：09．32� 74．9�

611 ジ ュ ラ ン ド 牝4栗 54
51 ▲泉谷 楓真�川島牧場 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 408－ 4 〃 クビ 30．0�

47 サトノファビュラス 牝4鹿 54
53 ☆木幡 育也 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 430－ 21：09．4クビ 5．6	

815 レリスタット 牝4青鹿54 丹内 祐次�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 448＋ 4 〃 ハナ 6．8

713 ベルダニューブ 牝6栗 55 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 462＋ 81：09．82� 39．1�
24 � ブラウンローズ 牝7黒鹿 55

54 ☆菅原 明良大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B480＋ 6 〃 アタマ 45．5�
23 リーゼントアイリス 牝6黒鹿 55

53 △山田 敬士三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 432＋ 41：09．9� 35．7
816 ファクトゥーラ 牝5黒鹿55 川又 賢治 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470＋ 8 〃 クビ 12．2�
11 グ ラ ウ ク ス �5栗 57

54 ▲小林 凌大 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500＋ 2 〃 ハナ 5．0�

35 ケイゴールド 牝5青鹿 55
54 ☆菊沢 一樹布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 480－ 6 〃 ハナ 64．9�

36 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 B502＋ 41：10．0クビ 50．6�
510� センノベステス 牡4栗 56 横山 和生浅野 正敏氏 南田美知雄 日高 日西牧場 480＋10 〃 クビ 100．8�
612� アスタウンデッド 牡4鹿 56 西村 淳也中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 412＋ 41：10．42 39．6�
12 ヴィンチェーレ 牝4鹿 54

53 ☆富田 暁�桑田牧場 武 英智 浦河 桑田牧場 410＋161：12．110 45．5�
（16頭）

817 タツハグンセイ 牡4鹿 56 �島 克駿鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，492，600円 複勝： 45，847，300円 枠連： 10，780，900円
馬連： 47，547，300円 馬単： 21，050，600円 ワイド： 45，273，100円
3連複： 74，897，600円 3連単： 77，864，500円 計： 357，753，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 310円 � 170円 � 1，850円 枠 連（4－7） 690円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 740円 �� 8，800円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 32，080円 3 連 単 ��� 118，340円

票 数

単勝票数 計 344926 的中 � 28776（5番人気）
複勝票数 計 458473 的中 � 36980（5番人気）� 93623（1番人気）� 4850（15番人気）
枠連票数 計 107809 的中 （4－7） 12041（2番人気）
馬連票数 計 475473 的中 �� 22055（4番人気）
馬単票数 計 210506 的中 �� 4695（12番人気）
ワイド票数 計 452731 的中 �� 16630（6番人気）�� 1278（74番人気）�� 2918（43番人気）
3連複票数 計 748976 的中 ��� 1751（98番人気）
3連単票数 計 778645 的中 ��� 477（348番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．9―11．4―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．8―44．2―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 1（6，2，7）（3，12）（4，13）（5，9，8，15）－（11，14）16－10 4 1，6，7（5，12）（2，3，13）9（4，8，15）11，14，16，10

勝馬の
紹 介

�ロ ジ ー ナ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 シンボリクリスエス

2017．5．16生 牝4黒鹿 母 ケープタウンシチー 母母 キンバリーシチー 9戦1勝 賞金 12，770，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 タツハグンセイ号は，疾病〔心不全〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィンチェーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月23日まで平地競走

に出走できない。
※センノベステス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02033 1月23日 雨 稍重 （3小倉1） 第3日 第9競走 2，600�4歳以上1勝クラス
発走14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
2：37．8
2：37．1

良
良

68 ベスビアナイト �4鹿 56
55 ☆菅原 明良 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490－ 62：42．1 6．2�

67 � ゾ ロ 牡5栗 57 横山 和生北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 472± 02：42．31� 38．7�
56 ノーウィック 牡4鹿 56 勝浦 正樹�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B474＋ 8 〃 クビ 28．4�
812 クルミネイト 牝5鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム B460＋ 62：43．04 8．3�
55 ブルームラッシュ 牡4鹿 56

55 ☆団野 大成 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 460± 02：43．1� 17．2	
33 ポーラーサマー 牡4黒鹿56 黛 弘人ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532＋ 82：43．2� 5．5

22 ノブフランクリン 牝4鹿 54 �島 克駿前田 亘輝氏 坂口 智康 日高 長谷川牧場 426± 02：43．62� 12．5�
44 タイミングハート 牡4黒鹿56 吉田 隼人�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 446＋ 42：43．81� 2．3
11 ゴールデンスターズ �4栗 56 藤岡 康太 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 22：44．33 12．8�
811 スズカブランコ 牡5栗 57

54 ▲泉谷 楓真永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 466－ 82：44．5	 30．6�
710 フ ェ ル カ ド 牡4青鹿 56

55 ☆富田 暁 �キャロットファーム 角田 晃一 千歳 社台ファーム 482＋ 42：47．6大差 46．2�
79 ア カ ボ シ 牡4黒鹿 56

55 ☆木幡 育也ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 556＋22 〃 クビ 32．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，082，400円 複勝： 43，872，800円 枠連： 6，910，000円
馬連： 40，512，300円 馬単： 20，897，000円 ワイド： 39，355，100円
3連複： 63，517，500円 3連単： 86，821，000円 計： 334，968，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 250円 � 790円 � 600円 枠 連（6－6） 14，470円

馬 連 �� 11，430円 馬 単 �� 21，350円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 2，760円 �� 7，570円

3 連 複 ��� 62，680円 3 連 単 ��� 355，620円

票 数

単勝票数 計 330824 的中 � 42174（3番人気）
複勝票数 計 438728 的中 � 54348（3番人気）� 13196（9番人気）� 18033（8番人気）
枠連票数 計 69100 的中 （6－6） 370（31番人気）
馬連票数 計 405123 的中 �� 2746（34番人気）
馬単票数 計 208970 的中 �� 734（61番人気）
ワイド票数 計 393551 的中 �� 3307（32番人気）�� 3699（28番人気）�� 1328（55番人気）
3連複票数 計 635175 的中 ��� 760（137番人気）
3連単票数 計 868210 的中 ��� 177（740番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．1―12．9―13．3―13．2―13．3―12．1―12．0―11．8―12．0―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．0―36．1―49．0―1：02．3―1：15．5―1：28．8―1：40．9―1：52．9―2：04．7―2：16．7―2：28．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベスビアナイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．9．21 中山9着

2017．1．26生 �4鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 8戦1勝 賞金 13，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェルカド号・アカボシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月23日まで

平地競走に出走できない。

02034 1月23日 雨 稍重 （3小倉1） 第3日 第10競走 ��
��1，200�

も え ぎ

萌 黄 賞
発走14時50分 （芝・右）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

59 クープドクール 牝3栗 54 斎藤 新 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 464＋ 41：09．7 65．1�

713 テ セ ウ ス 牡3青鹿56 黛 弘人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 444＋141：10．01� 80．7�
612 ナリタエール 牝3鹿 54 酒井 学�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 404＋ 2 〃 ハナ 15．4�
817 ミニーアイル 牝3芦 54 藤岡 康太大野 剛嗣氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 490－12 〃 ハナ 3．3�
36 シゲルセンム 牝3黒鹿54 横山 和生森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 452－ 41：10．1	 12．9	
48 デルマカンノン 牝3鹿 54 西村 淳也浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 438－ 61：10．2クビ 9．8

23 ニシノリース 牝3黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 420＋181：10．41� 39．0�
816 ニシノガブリヨリ 牡3鹿 56 �島 克駿西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 ガーベラパー

クスタツド B478＋121：10．5� 27．0�
611
 クローリスノキセキ 牝3鹿 54 菅原 明良嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 岡田牧場 440＋ 2 〃 クビ 11．3
714 モンファボリ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 432－121：10．6クビ 6．8�
24 マウンテンムスメ 牝3栗 54 菊沢 一樹西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 442－101：10．7� 133．9�
12 ラマルセイエーズ 牝3鹿 54 亀田 温心岡田 牧雄氏 森田 直行 新冠 タニグチ牧場 456－ 6 〃 クビ 93．5�
510 テーオーメアリー 牝3鹿 54 浜中 俊小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460－ 81：11．01� 8．0�
35 ミ エ リ 牝3栗 54 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 382－ 21：11．1	 29．1�
11 ウイングリュック 牡3青鹿56 丹内 祐次�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 496± 01：11．2クビ 9．0�
815 トゥルーバローズ 牡3鹿 56 団野 大成猪熊 広次氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B500－ 4 〃 クビ 15．1�
47 スイーツマジック 牝3鹿 54 荻野 極 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B480－ 41：12．05 29．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 51，389，800円 複勝： 80，649，500円 枠連： 19，062，600円
馬連： 94，970，700円 馬単： 35，137，500円 ワイド： 88，842，000円
3連複： 162，233，600円 3連単： 157，842，700円 計： 690，128，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，510円 複 勝 � 2，290円 � 2，590円 � 450円 枠 連（5－7） 2，180円

馬 連 �� 212，720円 馬 単 �� 425，050円

ワ イ ド �� 48，170円 �� 14，010円 �� 11，400円

3 連 複 ��� 822，120円 3 連 単 ��� 6，022，940円

票 数

単勝票数 計 513898 的中 � 6310（14番人気）
複勝票数 計 806495 的中 � 8880（14番人気）� 7825（15番人気）� 52846（6番人気）
枠連票数 計 190626 的中 （5－7） 6774（11番人気）
馬連票数 計 949707 的中 �� 346（135番人気）
馬単票数 計 351375 的中 �� 62（270番人気）
ワイド票数 計 888420 的中 �� 475（133番人気）�� 1639（101番人気）�� 2017（91番人気）
3連複票数 計1622336 的中 ��� 148（646番人気）
3連単票数 計1578427 的中 ��� 19（3946番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．8―11．7―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．7―44．4―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F37．0
3 6（7，15）（4，10，14）8（11，12）1（5，9，16）（3，13）（2，17） 4 ・（6，7，15）（4，10，14）（8，12）（1，11，9，16）（3，5）（17，13）2

勝馬の
紹 介

クープドクール �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 Hesabull デビュー 2020．9．27 中京1着

2018．4．9生 牝3栗 母 ブリーボーンズ 母母 Anniversary Wish 4戦2勝 賞金 18，474，000円
〔発走状況〕 ラマルセイエーズ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ラマルセイエーズ号は，発走調教再審査。



02035 1月23日 雨 重 （3小倉1） 第3日 第11競走 ��1，700�
こ く ら じ ょ う

小 倉 城 特 別
発走15時25分 （ダート・右）

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

816 メイショウハリオ 牡4栗 56 西村 淳也松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 504＋ 21：43．6 10．0�
23 メイショウヨカゼ 牡4栗 56 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 522－121：43．7クビ 12．6�
714 ドルチェリア �8鹿 57 小牧 太太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 512－141：43．91� 10．1�
59 スコルピウス �5黒鹿57 藤岡 康太飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B470－ 8 〃 ハナ 8．3�
36 ア イ タ イ 牡5栗 57 森 裕太朗平井 裕氏 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 524－ 6 〃 ハナ 23．1�
35 グランドビクトリー 牡5栗 57 吉田 隼人田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B490－ 6 〃 ハナ 5．6�
24 アフィラトゥーラ 牡4黒鹿56 勝浦 正樹加藤 誠氏 森田 直行 新ひだか 萩澤 俊雄 506＋ 81：44．0アタマ 112．6	
612 シゲルタイタン 牡4鹿 56 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 488－ 41：44．31� 19．3

47 マースゴールド 牡6栗 57 団野 大成キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 466＋ 4 〃 ハナ 5．5�
48 フィルストバーン �5黒鹿57 菅原 明良�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 456－ 61：44．4� 34．2
11 マイネルナイペス 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム B466－ 21：44．61 130．4�
611 サトノゲイル 牡6青鹿57 	島 克駿 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B470－14 〃 クビ 36．6�
713 ロンドンデリーエア 牡4栗 56 富田 暁 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 462＋ 41：44．7クビ 7．2�
815 プレシオーソ 牡4黒鹿56 斎藤 新 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 476－ 2 〃 クビ 13．9�
12 スキッピングロック 牡5鹿 57 横山 和生 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462－161：44．91
 37．3�
510� ロングファイナリー �5鹿 57 太宰 啓介中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 464－ 81：45．43 10．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，788，300円 複勝： 111，673，900円 枠連： 42，534，400円
馬連： 194，916，200円 馬単： 62，246，300円 ワイド： 142，763，900円
3連複： 322，204，400円 3連単： 302，269，800円 計： 1，248，397，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 370円 � 390円 � 270円 枠 連（2－8） 3，890円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 9，350円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，670円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 15，940円 3 連 単 ��� 75，510円

票 数

単勝票数 計 697883 的中 � 55659（5番人気）
複勝票数 計1116739 的中 � 76102（7番人気）� 72656（8番人気）� 115615（3番人気）
枠連票数 計 425344 的中 （2－8） 8467（19番人気）
馬連票数 計1949162 的中 �� 30277（23番人気）
馬単票数 計 622463 的中 �� 4989（41番人気）
ワイド票数 計1427639 的中 �� 19736（27番人気）�� 22043（21番人気）�� 21842（22番人気）
3連複票数 計3222044 的中 ��� 15155（60番人気）
3連単票数 計3022698 的中 ��� 2902（232番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―12．2―12．9―11．7―12．0―12．2―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．8―30．0―42．9―54．6―1：06．6―1：18．8―1：31．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0
1
3

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

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

メイショウハリオ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．4．5 阪神5着

2017．2．25生 牡4栗 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 8戦3勝 賞金 32，341，000円
〔制裁〕 スコルピウス号の騎手藤岡康太は，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：7番）
※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 リリーミニスター号
（非抽選馬） 2頭 ウインプラウド号・セラン号

02036 1月23日 雨 稍重 （3小倉1） 第3日 第12競走 ��2，000�
ほ う ま ん ざ ん

宝 満 山 特 別
発走16時00分 （芝・右）

4歳以上，1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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．9
1：56．1

良
良

58 ホウオウエクレール 牡4鹿 56 亀田 温心小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 492± 02：03．7 7．4�
813 バルトロメウ 牡4鹿 56 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 480－ 82：03．91� 3．1�
22 ピ ノ ク ル 牡5黒鹿57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 アタマ 13．0�
34 マイネルクロンヌ 牡4鹿 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 506± 02：04．64 42．0�
45 トゥルーヴィル 牡4鹿 56 団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456－ 42：04．91� 6．2	
711 ダイワミラクル 牡4鹿 56 木幡 育也大城 正一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 アタマ 8．6

610 メ ラ ー キ 牡4青鹿56 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480＋12 〃 アタマ 5．2�
69 サングレデクリスト 牡4栗 56 荻野 極吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 536＋202：05．22 26．2�
33 グレートベースン 牡5青鹿57 斎藤 新桑畑 信氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 514± 02：05．41� 34．6�
814 コスモブルーノーズ 牡4芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 416± 02：05．5クビ 27．7�
712 ミッキーハッスル �4黒鹿56 菅原 明良野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 450＋ 2 〃 クビ 23．7�
46 スワーヴカエサル 牡4鹿 56 横山 和生�NICKS 田中 博康 千歳 社台ファーム 540＋222：05．71 18．0�
57 パイプライナー 牡4芦 56 	島 克駿 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 508＋ 62：06．23 41．3�
11 
 シ ン ソ ク 牡5黒鹿57 菊沢 一樹山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 492＋ 82：06．84 96．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，854，300円 複勝： 73，149，100円 枠連： 16，963，900円
馬連： 96，615，000円 馬単： 36，766，100円 ワイド： 80，898，200円
3連複： 146，317，800円 3連単： 160，838，000円 計： 665，402，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 220円 � 160円 � 280円 枠 連（5－8） 940円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，360円 �� 800円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 22，850円

票 数

単勝票数 計 538543 的中 � 57965（4番人気）
複勝票数 計 731491 的中 � 80862（5番人気）� 147908（1番人気）� 56993（6番人気）
枠連票数 計 169639 的中 （5－8） 13933（3番人気）
馬連票数 計 966150 的中 �� 70288（3番人気）
馬単票数 計 367661 的中 �� 9855（6番人気）
ワイド票数 計 808982 的中 �� 46352（2番人気）�� 14491（15番人気）�� 25728（7番人気）
3連複票数 計1463178 的中 ��� 26007（9番人気）
3連単票数 計1608380 的中 ��� 5102（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．5―37．0―50．6―1：03．2―1：15．7―1：27．9―1：39．7―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウエクレール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2019．10．13 京都7着

2017．5．25生 牡4鹿 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 13戦2勝 賞金 27，343，000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3日 1月23日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 160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

190，410，000円
3，020，000円
17，230，000円
1，620，000円
21，120，000円
63，239，000円
5，816，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
435，768，700円
613，517，400円
143，414，700円
743，680，900円
308，891，300円
648，435，000円
1，195，662，200円
1，289，424，500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 5，378，794，700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3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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