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02049 1月30日 晴 稍重 （3小倉1） 第5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

48 コマンダンテ 牡3鹿 56
55 ☆団野 大成岡田 牧雄氏 吉村 圭司 新ひだか 水丸牧場 474＋ 61：45．7 13．5�

714 ショウサンイチマツ 牡3栗 56 �島 克駿鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 448± 01：45．8� 6．3�
510 クリノカイザー 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子栗本 博晴氏 高橋 義忠 様似 様似渡辺牧場 550＋ 61：45．9� 27．7�
36 � キトゥンズワルツ 牝3黒鹿54 横山 和生 �キャロットファーム 安田 翔伍 米 Shadai Cor-

poration 434－ 61：46．0クビ 52．5�
713 サワヤカコーズサン 牡3栗 56 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 460－101：46．11 4．6�
35 ディーエスボンバー 牡3黒鹿56 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 484＋ 21：46．31	 108．9	
815 サンライズボルト 牡3鹿 56 西村 淳也松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 474＋ 61：46．4� 12．1

59 トーセンアラン 牡3鹿 56 荻野 極島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B522－ 41：46．5� 12．2�
12 � ギャラントマナー 牡3栗 56

55 ☆木幡 育也ゴドルフィン 藤沢 和雄 米
Athens Woods,
LLC & More Than
Ready Syndicate

538＋141：46．81� 12．2
47 アルバミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 81：47．12 3．5�
23 フォスキーア 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 490－ 41：47．73� 41．5�
612 クロスオブドリーム 牡3鹿 56

53 ▲泉谷 楓真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム 484－ 41：47．8� 15．1�

24 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 478＋ 8 〃 クビ 13．1�
816 シゲルホンブチョウ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 490＋ 21：47．9クビ 198．0�
611 エクスカリバー 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良田頭 勇貴氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 456＋ 81：49．28 139．2�
11 ツヨシーフェイス 牡3鹿 56 吉田 隼人 STレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 高橋 義浩 518－ 81：49．83� 27．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，015，700円 複勝： 50，250，600円 枠連： 12，229，700円
馬連： 49，707，300円 馬単： 21，288，800円 ワイド： 56，267，700円
3連複： 97，277，300円 3連単： 81，189，400円 計： 397，226，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 500円 � 250円 � 920円 枠 連（4－7） 400円

馬 連 �� 7，380円 馬 単 �� 17，810円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 5，250円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 68，950円 3 連 単 ��� 400，420円

票 数

単勝票数 計 290157 的中 � 17161（8番人気）
複勝票数 計 502506 的中 � 25523（8番人気）� 60568（3番人気）� 12674（11番人気）
枠連票数 計 122297 的中 （4－7） 23261（1番人気）
馬連票数 計 497073 的中 �� 5214（30番人気）
馬単票数 計 212888 的中 �� 896（68番人気）
ワイド票数 計 562677 的中 �� 6228（30番人気）�� 2746（57番人気）�� 3463（48番人気）
3連複票数 計 972773 的中 ��� 1058（192番人気）
3連単票数 計 811894 的中 ��� 147（1105番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．6―12．8―12．5―12．5―12．7―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．3―42．1―54．6―1：07．1―1：19．8―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．6
1
3
・（4，7）（3，9）8，16（1，13）（2，11）15（5，12，10）－14－6・（4，7）－（9，8）3（13，10）（16，14）（15，6）（11，5，12）－2＝1

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コマンダンテ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 Vicar デビュー 2020．11．1 京都3着

2018．3．5生 牡3鹿 母 トーホウフローラ 母母 Riffle 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 クリノカイザー号の騎手藤田菜七子は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウンエンリヒカイ号・コゴメユキ号・テイエムカチドキ号
（非抽選馬） 1頭 キタノアヴァロン号

02050 1月30日 曇 良 （3小倉1） 第5日 第2競走 2，000�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・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
1：56．9
1：56．1

良
良

11 テリオスマナ 牝3黒鹿54 �島 克駿鈴木美江子氏 松下 武士 浦河 村下 清志 452－ 42：01．7 12．6�
22 トウシンモンブラン 牝3鹿 54 吉田 隼人�サトー 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 466± 0 〃 クビ 1．8�
66 メイプルリズム 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 B428－ 62：02．02 50．2�
55 ヴィクトールアイ 牝3鹿 54 原田 和真 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 沖田牧場 488＋ 22：02．1クビ 13．9�
44 ラヴィエント 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 466± 02：02．2� 4．5	
33 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 462＋ 42：02．41� 93．0

77 テーオーマシェリ 牝3黒鹿54 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 470－ 62：02．6� 3．9�
89 ジオパークフローラ 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 414－102：02．81� 99．2�
810 シホノコプント 牝3青鹿54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 426＋ 42：03．01� 37．5
78 トーホウサキ 牝3鹿 54 川又 賢治東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 前川 勝春 440－ 2 （競走中止） 80．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，354，400円 複勝： 60，605，600円 枠連： 5，151，600円
馬連： 31，676，400円 馬単： 21，352，900円 ワイド： 31，317，000円
3連複： 54，241，800円 3連単： 96，577，700円 計： 328，277，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 270円 � 110円 � 770円 枠 連（1－2） 890円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 390円 �� 4，900円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 10，340円 3 連 単 ��� 69，940円

票 数

単勝票数 計 273544 的中 � 17250（4番人気）
複勝票数 計 606056 的中 � 28003（5番人気）� 361290（1番人気）� 8007（7番人気）
枠連票数 計 51516 的中 （1－2） 4447（4番人気）
馬連票数 計 316764 的中 �� 26008（4番人気）
馬単票数 計 213529 的中 �� 5110（9番人気）
ワイド票数 計 313170 的中 �� 23398（5番人気）�� 1518（31番人気）�� 4861（14番人気）
3連複票数 計 542418 的中 ��� 3931（29番人気）
3連単票数 計 965777 的中 ��� 1001（147番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．8―48．1―1：00．2―1：12．5―1：25．0―1：37．1―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

テリオスマナ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2020．12．26 阪神11着

2018．5．28生 牝3黒鹿 母 ビューティソング 母母 マックスジョリー 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走中止〕 トーホウサキ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

第１回 小倉競馬 第５日



02051 1月30日 曇 稍重 （3小倉1） 第5日 第3競走 1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時50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
56．9
56．9

重
重

45 レインボービーム 牡4黒鹿 56
53 ▲小林 凌大北原光一郎氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 474－ 4 58．3 18．2�

711� ミューティー 牝4鹿 54 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 484－ 2 〃 � 4．9�
814� ケイティディライト 牝4鹿 54

53 ☆菊沢 一樹瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 462＋ 2 58．5� 6．9�
33 � コンゴウレイワ 牝4栗 54

51 ▲秋山 稔樹金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 452－ 6 58．71� 7．9�
11 ス ト レ ガ 牝4栗 54 黛 弘人清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 466＋ 4 58．8クビ 59．0�
610 マリスドランジュ 牝4黒鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 446± 0 〃 クビ 7．4	
46 ナイトコマンダー 牡4鹿 56

55 ☆斎藤 新田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム 490－10 59．01� 7．6

712 ノ ヘ ア 牝4芦 54 西村 太一 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 426＋ 6 59．31� 34．0�
22 レムリアンシード 牡4芦 56 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 452－ 4 59．4� 50．2�
58 ロンリーハート 牝6青鹿 55

54 ☆亀田 温心薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 482－ 8 59．61� 9．8
813 キングドンドルマ 牡6青鹿 57

55 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 466＋ 4 59．81� 13．8�
69 � リ ュ ッ カ 牝4鹿 54 横山 和生星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 418＋ 41：00．33 30．3�
34 ワ ン チ ー ム 牡4栗 56 吉田 隼人鈴木 伸昭氏 浅野洋一郎 厚真 阿部 栄乃進 494－ 81：00．4� 30．9�
57 � マ ナ カ 牝5栗 55

54 ☆菅原 明良山口 敦広氏 飯田 祐史 新ひだか 落合 一巳 480－ 61：00．5� 6．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，540，500円 複勝： 40，572，100円 枠連： 8，252，800円
馬連： 42，478，900円 馬単： 18，793，000円 ワイド： 42，988，800円
3連複： 74，446，000円 3連単： 68，639，200円 計： 322，711，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 440円 � 190円 � 230円 枠 連（4－7） 1，650円

馬 連 �� 4，960円 馬 単 �� 12，700円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，410円 �� 830円

3 連 複 ��� 14，230円 3 連 単 ��� 91，140円

票 数

単勝票数 計 265405 的中 � 11659（9番人気）
複勝票数 計 405721 的中 � 20116（9番人気）� 62517（1番人気）� 48768（3番人気）
枠連票数 計 82528 的中 （4－7） 3875（9番人気）
馬連票数 計 424789 的中 �� 6628（23番人気）
馬単票数 計 187930 的中 �� 1109（61番人気）
ワイド票数 計 429888 的中 �� 8566（20番人気）�� 4450（33番人気）�� 13774（3番人気）
3連複票数 計 744460 的中 ��� 3923（60番人気）
3連単票数 計 686392 的中 ��� 546（378番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―34．3―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．3
3 14（5，10）11（3，6）7（2，4，12）（1，8）13－9 4 14（5，10）11－3，6，2，1－（4，7，12）（8，13）9

勝馬の
紹 介

レインボービーム �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．1．5 中山8着

2017．4．5生 牡4黒鹿 母 オーファメイ 母母 タ イ ト ル ド 12戦2勝 賞金 15，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ケイティディライト号の騎手菊沢一樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・12番・11番）
コンゴウレイワ号の騎手秋山稔樹は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）

※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） 2頭 アスタウンデッド号・ケイゴールド号

02052 1月30日 曇 良 （3小倉1） 第5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

812 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 B494－123：14．4 4．3�
79 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 490＋ 63：14．82� 1．8�
67 タガノジェロディ 牡5栗 60 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 484－103：15．01� 12．0�
56 � ジェミニキング 	5鹿 60 難波 剛健三宅 勝俊氏 服部 利之 日高 高山牧場 476－ 2 〃 クビ 25．0�
44 ハローマイディア 牡8黒鹿60 白浜 雄造飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 476－ 83：15．52� 32．1�
11 トーセンポエム 牡4青 59 草野 太郎島川 	哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 502＋ 63：15．82 17．6

710 マコトジュズマル 牡5栗 60 三津谷隼人�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 492－ 83：15．9� 26．5�
22 トーアコルレオーネ 牡5鹿 60 小坂 忠士高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 434－ 63：16．11� 19．6�
55 シャイニングデイズ 牡5鹿 60 森 一馬杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 476＋ 23：18．9大差 9．4
811 プレイヤーサムソン 牡8鹿 60 上野 翔嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 484＋ 83：19．0クビ 26．1�
68 � コ ン シ ー ド 	5栗 60 金子 光希河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 472± 03：19．53 160．4�
33 トウケイココノエ 牝5芦 58 黒岩 悠木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 546＋ 63：24．4大差 52．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，555，000円 複勝： 46，239，800円 枠連： 6，070，800円
馬連： 26，290，800円 馬単： 16，707，100円 ワイド： 22，803，100円
3連複： 46，014，800円 3連単： 75，342，100円 計： 258，023，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 120円 � 110円 � 230円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 180円 �� 960円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 9，150円

票 数

単勝票数 計 185550 的中 � 34071（2番人気）
複勝票数 計 462398 的中 � 52890（2番人気）� 303636（1番人気）� 15624（6番人気）
枠連票数 計 60708 的中 （7－8） 18362（1番人気）
馬連票数 計 262908 的中 �� 59449（1番人気）
馬単票数 計 167071 的中 �� 11771（2番人気）
ワイド票数 計 228031 的中 �� 41973（1番人気）�� 4904（13番人気）�� 11892（5番人気）
3連複票数 計 460148 的中 ��� 21881（4番人気）
3連単票数 計 753421 的中 ��� 5968（19番人気）
上り 1マイル 1：47．3 4F 52．7－3F 39．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→→�」
�
�

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

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

デ ィ ー ド �
�
父 ファーガソン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．12．28 阪神9着

2016．5．4生 牡5鹿 母 フ レ ン ズ 母母 フ ォ ー ン ト 障害：22戦1勝 賞金 33，880，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 シオンコタン号・ブルーガーディアン号・マテリアルワールド号



02053 1月30日 曇 良 （3小倉1） 第5日 第5競走 ��1，200�3歳未勝利
発走12時10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

11 コスモサンレミ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 448± 01：09．1 5．0�
714 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 450＋ 61：09．3� 3．1�

612 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 442＋101：09．72� 152．2�
59 タッシーベリンダ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心吉岡 輝美氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 472－ 61：09．91� 10．3�
715� バウンシーダンス 牝3栗 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 愛 Grenane

House Stud 430＋ 41：10．0クビ 5．9	
818 ビクトリアバローズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介猪熊 広次氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 � 5．7

24 ペプチドモナ 牝3青鹿 54

53 ☆団野 大成沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 416± 01：10．1クビ 11．8�
817 リ ー プ 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良古賀 禎彦氏 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 452－ 21：10．31� 55．5�
48 サクラトップメジャ 牝3栗 54 木幡 初也�トップフェロウ武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 B440－141：10．4� 27．7
36 ローブデュソワール 牝3鹿 54 国分 恭介成富 直行氏 大根田裕之 新冠 株式会社

TKファーム 426－ 41：10．5� 256．4�
816 ラ イ ン マ ン 牡3鹿 56 黛 弘人鹽田 久義氏 南田美知雄 新冠 大狩部牧場 440＋ 6 〃 クビ 19．9�
35 アイルキング 牡3青鹿 56

54 △山田 敬士中西 功氏 深山 雅史 平取 北島牧場 416－ 21：10．6� 43．6�
23 ハイテレスヴェター 牝3青鹿54 川又 賢治小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 478－ 41：11．13 96．9�
12 タイセイラグーン 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック 442＋ 21：11．2� 41．1�
611 キチロクレディス 牝3鹿 54 横山 和生山本 正美氏 藤原 辰雄 浦河 谷川牧場 430－ 81：11．62� 58．2�
713 ブロンドアスク 牝3栗 54 川須 栄彦廣崎 利洋氏 河内 洋 平取 株式会社

ASK STUD 368 ―1：11．7クビ 66．9�
510 メ イ ム 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 402－ 61：12．02 187．6�
47 � マイサンライズ 牝3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹�和田牧場 和田正一郎 米
Chad Austin
Reed & Hill ’n’
Dale Farms

514－ 61：13．610 127．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，200，600円 複勝： 49，263，900円 枠連： 11，036，500円
馬連： 45，110，800円 馬単： 20，796，800円 ワイド： 51，389，600円
3連複： 83，057，800円 3連単： 81，735，400円 計： 371，591，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 150円 � 2，270円 枠 連（1－7） 580円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 430円 �� 9，090円 �� 6，970円

3 連 複 ��� 33，020円 3 連 単 ��� 134，060円

票 数

単勝票数 計 292006 的中 � 45980（2番人気）
複勝票数 計 492639 的中 � 82056（2番人気）� 105600（1番人気）� 3659（15番人気）
枠連票数 計 110365 的中 （1－7） 14737（2番人気）
馬連票数 計 451108 的中 �� 37553（1番人気）
馬単票数 計 207968 的中 �� 7503（4番人気）
ワイド票数 計 513896 的中 �� 34133（1番人気）�� 1365（70番人気）�� 1785（59番人気）
3連複票数 計 830578 的中 ��� 1886（96番人気）
3連単票数 計 817354 的中 ��� 442（394番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―10．9―11．5―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．4―44．9―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．7
3 1，17（2，14，18）（4，15）3，8，6（9，12）11（5，10）16－13＝7 4 1，17（2，14，18）15，4－8（3，6，12）－9（5，11）（10，16）13＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモサンレミ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．7．19 福島2着

2018．5．26生 牝3鹿 母 ドリームレディ 母母 ボストンタイム 9戦1勝 賞金 15，760，000円
〔発走状況〕 リープ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 リープ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイサンライズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月30日まで平地競走

に出走できない。
※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 ヒキガネ号

02054 1月30日 曇 良 （3小倉1） 第5日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時40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

11 ジ ャ ッ カ ル 牡3青鹿56 藤岡 佑介平井 裕氏 吉岡 辰弥 新ひだか 田中 裕之 502± 02：01．6 2．5�
44 アポロミラクル 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 494＋ 22：02．34 5．8�
88 フォルテデイマルミ 牡3黒鹿56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 484－ 42：02．4� 1．9�
89 ヤマニンジャベリン 牡3黒鹿56 �島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 516－ 82：02．93 57．0�
66 トーセンアレックス 牡3青鹿56 丹内 祐次島川 �哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ

スティファーム 454± 02：03．11� 16．9	
22 タ ー ゲ ッ ト 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新石川 達絵氏 斎藤 誠 様似 猿倉牧場 516－ 62：03．52� 15．1

55 ナムラゴロー 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹奈村 睦弘氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 468－102：04．56 101．4�
33 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 492－102：05．24 62．3�
77 マイネルオーロラ 牡3栗 56 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 新冠 竹中牧場 430－122：07．0大差 128．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 26，353，500円 複勝： 44，688，300円 枠連： 4，716，800円
馬連： 25，254，700円 馬単： 19，251，500円 ワイド： 22，612，000円
3連複： 41，555，200円 3連単： 95，124，700円 計： 279，556，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（1－4） 740円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 220円 �� 130円 �� 180円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 2，530円

票 数

単勝票数 計 263535 的中 � 83067（2番人気）
複勝票数 計 446883 的中 � 96547（2番人気）� 42589（3番人気）� 239053（1番人気）
枠連票数 計 47168 的中 （1－4） 4878（3番人気）
馬連票数 計 252547 的中 �� 23180（3番人気）
馬単票数 計 192515 的中 �� 10163（5番人気）
ワイド票数 計 226120 的中 �� 20652（3番人気）�� 53908（1番人気）�� 30008（2番人気）
3連複票数 計 415552 的中 ��� 95134（1番人気）
3連単票数 計 951247 的中 ��� 27200（8番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．8―12．6―12．5―12．5―12．4―12．0―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．5―35．3―47．9―1：00．4―1：12．9―1：25．3―1：37．3―1：49．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ッ カ ル �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．7．25 新潟4着

2018．2．16生 牡3青鹿 母 キ マ グ レ 母母 シューティンスター 6戦1勝 賞金 10，270，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルオーロラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月30日まで平地競

走に出走できない。
※ターゲット号・ナムラゴロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02055 1月30日 曇 良 （3小倉1） 第5日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時10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

11 グ ラ ウ ク ス �5栗 57
56 ☆亀田 温心 �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 494－ 61：09．3 5．2�
44 � モ テ モ テ 牝5鹿 55 吉田 隼人�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 454－ 81：09．51 3．3�
56 クリノサンシャイン 牝4鹿 54

51 ▲秋山 稔樹栗本 博晴氏 高橋 康之 新冠 上井農場 424－ 61：09．6� 6．2�
68 スウィートメリナ 牝4栗 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 432± 0 〃 クビ 20．3�
811 アッタヴァンティ 牝4鹿 54

53 ☆菅原 明良 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：09．7クビ 7．6�
710� 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 416＋ 4 〃 クビ 48．7	
67 ピュアヒカリ �5鹿 57 上野 翔鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 446＋ 21：09．8クビ 70．1

55 テーオーソクラテス 牡4鹿 56 藤岡 康太小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 450－ 61：10．12 4．3�
812 トゥールドマジ 牝4栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 81：10．2� 17．2
79 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 426＋ 21：10．52 45．4�
33 � バトルレディネス 牝5黒鹿55 荻野 極諸岡 慶氏 伊坂 重信 新冠 石田牧場 B434＋ 41：10．6クビ 242．4�
22 エアリーフローラ 牝4鹿 54

53 ☆団野 大成 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：10．7� 13．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，217，400円 複勝： 34，873，000円 枠連： 6，254，900円
馬連： 38，213，000円 馬単： 18，203，300円 ワイド： 34，560，900円
3連複： 59，127，400円 3連単： 68，861，600円 計： 288，311，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 140円 � 180円 枠 連（1－4） 960円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 410円 �� 680円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 11，170円

票 数

単勝票数 計 282174 的中 � 43375（3番人気）
複勝票数 計 348730 的中 � 37088（5番人気）� 76748（1番人気）� 46001（3番人気）
枠連票数 計 62549 的中 （1－4） 5023（5番人気）
馬連票数 計 382130 的中 �� 31408（2番人気）
馬単票数 計 182033 的中 �� 6927（6番人気）
ワイド票数 計 345609 的中 �� 22628（3番人気）�� 12520（7番人気）�� 16194（5番人気）
3連複票数 計 591274 的中 ��� 19103（4番人気）
3連単票数 計 688616 的中 ��� 4468（17番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―45．8―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．1
3 ・（4，10）12（1，2，5）6（7，11）9，8－3 4 4，10，12（1，2，5）（6，7，11）（8，9）－3

勝馬の
紹 介

グ ラ ウ ク ス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2018．10．28 京都9着

2016．4．8生 �5栗 母 マサノミネルバ 母母 ハートステイジ 16戦2勝 賞金 15，700，000円
※アスタウンデッド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02056 1月30日 晴 稍重 （3小倉1） 第5日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時40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

69 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 452＋ 21：45．8 2．0�

57 ノワールフレグラン 牝4青鹿 54
52 ◇藤田菜七子 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B436± 01：45．9クビ 5．1�

56 ブライティアランド 牝4芦 54 黛 弘人小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 460－ 81：46．11� 119．5�
22 バーニングソウル 牝4芦 54 菱田 裕二服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 424－ 61：46．42 5．9�
11 チェインストーリー 牝4栗 54

52 △山田 敬士吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510－141：46．61� 15．0�

710 アマノエリザベート 牝4栗 54
53 ☆富田 暁中村 孝氏 中竹 和也 浦河 丸村村下

ファーム 476－ 41：46．81� 30．2	
45 プリヴェット 牝6鹿 55

54 ☆亀田 温心下河辺俊行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 488＋ 61：47．0� 56．7

68 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 438＋ 41：47．42� 51．4�
44 � ルーラーザクイーン 牝4鹿 54 吉田 隼人サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 川越ファーム 446＋ 11：47．61� 23．5�
812 スペロラルーチェ 牝5栗 55

52 ▲秋山 稔樹岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 436＋ 6 〃 アタマ 112．6
711 ピュアリーグッド 牝4鹿 54 西村 淳也飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 B452－121：48．45 66．1�
33 � ア ラ ビ カ 牝4鹿 54

53 ☆菅原 明良馬場 幸夫氏 石坂 公一 平取 雅 牧場 436－ 4 〃 クビ 87．6�
813 シ ャ ル ド ネ 牝4鹿 54 �島 克駿 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 442－ 6 （競走中止） 5．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，137，700円 複勝： 45，341，800円 枠連： 7，076，100円
馬連： 41，503，600円 馬単： 23，138，700円 ワイド： 39，800，200円
3連複： 62，252，300円 3連単： 92，578，100円 計： 341，828，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 1，450円 枠 連（5－6） 410円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 210円 �� 3，120円 �� 5，550円

3 連 複 ��� 10，120円 3 連 単 ��� 22，310円

票 数

単勝票数 計 301377 的中 � 117602（1番人気）
複勝票数 計 453418 的中 � 200839（1番人気）� 57715（2番人気）� 3705（13番人気）
枠連票数 計 70761 的中 （5－6） 13350（1番人気）
馬連票数 計 415036 的中 �� 71798（1番人気）
馬単票数 計 231387 的中 �� 27663（1番人気）
ワイド票数 計 398002 的中 �� 60916（1番人気）�� 2817（28番人気）�� 1568（44番人気）
3連複票数 計 622523 的中 ��� 4610（32番人気）
3連単票数 計 925781 的中 ��� 3008（64番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．3―13．4―12．5―12．0―12．1―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―30．5―43．9―56．4―1：08．4―1：20．5―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クーファアチャラ �
�
父 トランセンド �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．4．5 阪神1着

2017．5．18生 牝4鹿 母 クーファナイン 母母 ウインアンジェラス 4戦2勝 賞金 15，700，000円
〔競走中止〕 シャルドネ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため決勝線手前で競走中止。



02057 1月30日 晴 良 （3小倉1） 第5日 第9競走 ��3，390�
うしわかまる

牛若丸ジャンプステークス
発走14時15分 （ 芝 ）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード3：40．0良

711 ヒロシゲセブン 牡6鹿 60 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 526－ 43：46．8 2．0�
22 � アサクサゲンキ �6鹿 59 森 一馬田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

472－ 83：47．22� 3．8�
45 インザムード �4青鹿58 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460－ 23：47．83� 17．3�
69 オールマンリバー 牡9黒鹿60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 508± 03：48．54 28．5�
11 ボ ナ パ ル ト 牡7鹿 60 白浜 雄造幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 514－14 〃 クビ 19．4�
814 マイネルヴァッサー 牡8鹿 59 草野 太郎 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 83：48．81	 54．6

712 ノワールギャルソン 牡9黒鹿60 江田 勇亮ディアレストクラブ	 田村 康仁 浦河 小島牧場 444± 03：48．9クビ 18．5�
610 モ サ 牡5鹿 59 西谷 誠岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492－ 23：49．32 8．2�
46 セイウンフォーカス 牡6鹿 59 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 492＋10 〃 クビ 10．7
34 シゲルピーマン �6鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 486－ 43：49．83 32．7�
33 
 ビ ー ハ グ �9黒鹿59 小野寺祐太岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 472－ 43：55．3大差 159．5�
813 ボランテレオ 牡5鹿 59 三津谷隼人近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 502－123：55．4� 149．8�
57 ミュートエアー 牡8黒鹿60 石神 深一岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 464－ 4 （競走中止） 64．0�
58 シゲルスズキ 牡8栗 59 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 506± 0 （競走中止） 114．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，871，800円 複勝： 28，159，100円 枠連： 10，041，500円
馬連： 40，113，800円 馬単： 20，794，200円 ワイド： 34，321，600円
3連複： 71，525，000円 3連単： 91，547，000円 計： 319，374，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 250円 枠 連（2－7） 430円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 210円 �� 610円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 228718 的中 � 89707（1番人気）
複勝票数 計 281591 的中 � 79143（1番人気）� 54999（2番人気）� 19825（5番人気）
枠連票数 計 100415 的中 （2－7） 18084（1番人気）
馬連票数 計 401138 的中 �� 72068（1番人気）
馬単票数 計 207942 的中 �� 21479（1番人気）
ワイド票数 計 343216 的中 �� 49239（1番人気）�� 13116（5番人気）�� 10287（8番人気）
3連複票数 計 715250 的中 ��� 26977（3番人気）
3連単票数 計 915470 的中 ��� 12377（6番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．2－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→」
�
�
1－2－9，12，11，10，5－（6，14）＝4－3＝13－8
2（1，11，9）（5，12）－10（6，14）＝4＝3＝13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロシゲセブン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．11．19 京都6着

2015．5．8生 牡6鹿 母 ダイイチボタン 母母 ダイイチリカー 障害：18戦3勝 賞金 79，343，000円
〔競走中止〕 ミュートエアー号は，1周目1号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

シゲルスズキ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため2周目2号障害〔いけ垣〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ディオーネプリンス号・メイショウタカトラ号
（非抽選馬） 1頭 テイエムコンドル号

02058 1月30日 晴 良 （3小倉1） 第5日 第10競走 1，800�
せ ふ り さ ん

脊 振 山 特 別
発走14時50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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．9

良
良

24 スズカノロッソ 牡6鹿 57 西村 淳也永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 496－101：49．0 17．9�
510 ナリタブレード 牡4黒鹿56 川又 賢治�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 510－ 21：49．1クビ 3．8�
11 マイネルエキサイト 牡5青鹿57 斎藤 新 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 498－ 21：49．2� 16．9�
816� シュテルンシチー 牡5栗 57 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 452± 01：49．41� 37．6�
59 ウインアステロイド 牡4青鹿56 木幡 育也�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 6 〃 アタマ 33．0�
47 メイショウカクウン 牡6青鹿57 横山 和生松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 454± 01：49．5� 29．2	
815 セツメンノトビウオ 牡4芦 56 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 456± 01：49．6クビ 14．5

36 マルカエイペックス 牝4黒鹿54 藤岡 康太日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 430－101：49．81� 12．6�
612 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± 0 〃 ハナ 205．9�
714� ビービーグエル 牡4鹿 56 菅原 明良坂東牧場 久保田貴士 新ひだか 松本牧場 504－ 4 〃 ハナ 45．1�
611 ノーリミッツ 牡5黒鹿57 泉谷 楓真山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 452－ 21：49．9アタマ 49．3�
35 コスモミローディア 牡5黒鹿57 団野 大成 ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 472－ 4 〃 � 33．5�
12 アトリビュート 牝4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 444－ 61：50．21� 2．1�
48 � パラティーノヒル 牝4栗 54 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± 01：50．41� 184．0�
23 スペースシップ 牡4芦 56 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 国枝 栄 平取 北島牧場 B488＋ 61：50．5クビ 13．4�
713 ワセダウォリアー �4黒鹿56 原田 和真大冨 智弘氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 462－ 81：50．92� 87．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，502，400円 複勝： 53，652，900円 枠連： 14，754，800円
馬連： 71，181，400円 馬単： 30，659，100円 ワイド： 61，760，600円
3連複： 117，588，900円 3連単： 128，825，100円 計： 513，925，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 410円 � 170円 � 400円 枠 連（2－5） 1，630円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 8，720円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，630円 �� 950円

3 連 複 ��� 14，400円 3 連 単 ��� 109，230円

票 数

単勝票数 計 355024 的中 � 15800（7番人気）
複勝票数 計 536529 的中 � 30214（7番人気）� 101317（2番人気）� 30328（6番人気）
枠連票数 計 147548 的中 （2－5） 7012（6番人気）
馬連票数 計 711814 的中 �� 16221（11番人気）
馬単票数 計 306591 的中 �� 2634（30番人気）
ワイド票数 計 617606 的中 �� 16523（10番人気）�� 5837（28番人気）�� 17094（9番人気）
3連複票数 計1175889 的中 ��� 6124（49番人気）
3連単票数 計1288251 的中 ��� 855（323番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．7―49．1―1：01．6―1：13．7―1：25．4―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3
1
3
9（1，14）（2，6，8）15，3，11－（4，10）12（5，7）16－13・（9，14）6（1，15）2（16，8，11）3（12，10）4（5，7）13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカノロッソ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．2．24 中山2着

2015．4．3生 牡6鹿 母 スズカグレイス 母母 ワキアオブスズカ 13戦2勝 賞金 27，756，000円
〔制裁〕 スズカノロッソ号の騎手西村淳也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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。
（非抽選馬） 2頭 サンライズヘルメス号・スワーヴカエサル号



02059 1月30日 晴 良 （3小倉1） 第5日 第11競走 ��
��1，200�

す お う な だ

周 防 灘 特 別
発走15時25分 （芝・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 420，000円 120，000円 60，000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 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± 01：07．8 3．7�
12 ボンボヤージ 牝4鹿 54 川須 栄彦廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 446＋161：08．33 7．6�
35 ア ビ エ ル ト 牡4鹿 56 団野 大成野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 482± 0 〃 クビ 9．2�
47 マイネルアルケミー 牡5栗 57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 476－ 21：08．4	 14．8�
818 ホーリーライン 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 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 442＋ 21：08．5	 14．9�
36 マリノディアナ 牝6青鹿55 藤田菜七子和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 452± 01：08．71 69．5	
612 ブラッディムーン 牝5黒鹿55 吉田 隼人藤田 孟司氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 452－10 〃 ハナ 20．3

817 ナイントゥファイブ 牝4黒鹿54 富田 暁�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 アタマ 6．3�
59 � ヴォイスオブジョイ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 452－ 81：08．8	 15．1

48 オルダージュ 牡5黒鹿57 斎藤 新 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 B488＋141：08．9
 34．9�

816 イサチルルンルン 牝6鹿 55 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 B474－ 2 〃 ハナ 50．1�
611 ラ ミ エ ル 牝5鹿 55 �島 克駿桑畑 夏美氏 橋口 慎介 日高 浜本牧場 454－14 〃 クビ 7．8�
715 ピエナミント 牝6鹿 55 横山 和生本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 482＋ 8 〃 ハナ 22．3�
713 マッスルマサムネ �6鹿 57 川又 賢治塩澤 正樹氏 池添 学 洞湖 レイクヴィラファーム 486－ 81：09．1
 22．8�
11 セイウンリリシイ 牝6鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 クビ 51．3�
24 ニシノコデマリ 牝6鹿 55 荻野 極西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 424－121：09．84 78．1�
23 シャイニールミナス 牝4鹿 54 木幡 育也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 472＋ 2 〃 クビ 115．7�
714 ア ル モ ニ カ 牝6黒鹿55 亀田 温心 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：09．9クビ 64．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 59，155，300円 複勝： 100，349，400円 枠連： 50，228，800円
馬連： 183，448，800円 馬単： 60，495，000円 ワイド： 143，760，300円
3連複： 347，722，600円 3連単： 304，210，100円 計： 1，249，370，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 260円 � 300円 枠 連（1－5） 1，640円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，020円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 23，680円

票 数

単勝票数 計 591553 的中 � 126656（1番人気）
複勝票数 計1003494 的中 � 170714（1番人気）� 95421（4番人気）� 79091（5番人気）
枠連票数 計 502288 的中 （1－5） 23599（5番人気）
馬連票数 計1834488 的中 �� 68362（3番人気）
馬単票数 計 604950 的中 �� 12171（5番人気）
ワイド票数 計1437603 的中 �� 42352（3番人気）�� 36417（5番人気）�� 23004（16番人気）
3連複票数 計3477226 的中 ��� 38248（8番人気）
3連単票数 計3042101 的中 ��� 9313（13番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―10．8―11．1―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．0―44．1―55．3

コーナー
通過順位

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

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 11戦3勝 賞金 38，280，000円
〔制裁〕 ボンボヤージ号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。
（非抽選馬） 3頭 キーダイヤ号・セイウンパワフル号・ローランダー号

02060 1月30日 晴 稍重 （3小倉1） 第5日 第12競走 ��1，000�
あ り た

有 田 特 別
発走16時00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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
56．9
56．9

重
重

22 ポートナイトサイト 牝6栗 55 菅原 明良ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 478－ 4 57．8 8．7�
58 � クーファピーカブー 牝5栗 55 田中 健大迫 正善氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 466± 0 〃 � 6．6�
813 エスシーミホーク 牡4鹿 56 森 裕太朗工藤 圭司氏 西橋 豊治 日高 三宅 正弘 476－10 58．01� 4．4�
57 ジャスパーイーグル 牡4栗 56 勝浦 正樹加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B500＋ 2 〃 ハナ 7．6�
46 ク ラ シ コ 牡9鹿 57 	島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B518＋ 6 58．1クビ 20．9�
712 ロフティーピーク 牝4鹿 54 吉田 隼人 	サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 482± 0 58．41
 5．6

711 ハヤブサペコムスメ 牝4栗 54 藤田菜七子武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 460－ 4 58．61� 41．3�
11 ラブリーハッチ 牝4栗 54 国分 恭介濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 クビ 7．3�
610 デンコウハピネス 牝5黒鹿55 川又 賢治田中 康弘氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 434－ 8 58．7クビ 35．0
33 スマートアテナ 牝5栗 55 丹内 祐次大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 438－ 6 〃 ハナ 29．5�
69 ハルワタート 牝5黒鹿55 斎藤 新	下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 470－12 〃 アタマ 42．9�
45 � スズカユース 牝5栗 55 黛 弘人永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B448－ 6 58．91� 20．1�
34 メイショウソウビ �7鹿 57 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 482－ 4 〃 ハナ 12．4�
814 クリノビッグサージ 牝5栗 55 浜中 俊栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 494－ 8 59．11� 32．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，250，200円 複勝： 78，456，600円 枠連： 20，962，900円
馬連： 100，125，700円 馬単： 38，067，800円 ワイド： 87，328，400円
3連複： 169，174，800円 3連単： 172，688，300円 計： 717，054，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 210円 � 190円 枠 連（2－5） 1，770円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 7，160円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，050円 �� 750円

3 連 複 ��� 6，340円 3 連 単 ��� 46，590円

票 数

単勝票数 計 502502 的中 � 46012（6番人気）
複勝票数 計 784566 的中 � 63335（7番人気）� 101663（3番人気）� 119777（1番人気）
枠連票数 計 209629 的中 （2－5） 9144（6番人気）
馬連票数 計1001257 的中 �� 21321（20番人気）
馬単票数 計 380678 的中 �� 3987（30番人気）
ワイド票数 計 873284 的中 �� 16842（20番人気）�� 21287（10番人気）�� 30812（2番人気）
3連複票数 計1691748 的中 ��� 19994（13番人気）
3連単票数 計1726883 的中 ��� 2687（152番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―33．8―45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．2
3 ・（2，8）（11，12，14）（1，3）7，4，6，13（5，10）－9 4 ・（2，8）（1，11，12）3（7，14）（4，6）13，5，10－9

勝馬の
紹 介

ポートナイトサイト �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．11．4 東京7着

2015．4．2生 牝6栗 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 18戦3勝 賞金 43，575，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 クラシコ号の騎手	島克駿は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうと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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アスカリ号・エンシャントロア号・サウンドカナロア号・スマイルスター号・スリーピート号・ニホンピロマドン号・

ファストボウラー号・メイショウメイリン号



（3小倉1）第5日 1月30日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 166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

205，600，000円
1，730，000円
16，780，000円
2，080，000円
22，770，000円
69，238，000円
6，099，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
383，154，500円
632，453，100円
156，777，200円
695，105，200円
309，548，200円
628，910，200円
1，223，983，900円
1，357，318，700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 5，387，251，000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5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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