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02061 1月31日 晴 稍重 （3小倉1） 第6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

45 ラブオブマイライフ 牝3栗 54 藤岡 康太吉田 千津氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 452＋ 21：47．6 1．7�
22 ショコラルビー 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新ゴドルフィン 吉村 圭司 浦河 富菜牧場 462－ 61：47．81 10．5�
712 ハイボールコパ 牝3黒鹿 54

51 ▲泉谷 楓真小林 祥晃氏 渡辺 薫彦 むかわ 市川牧場 454－ 41：47．9� 12．8�
11 オーケーパッション 牝3鹿 54 丹内 祐次小野 建氏 相沢 郁 浦河 酒井牧場 472＋ 61：48．32 7．8�
33 マダムシュシュ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 480＋ 21：48．4� 4．5�

58 シゲルデカスロン 牝3青鹿54 城戸 義政森中 蕃氏 木原 一良 洞�湖 レイクヴィラファーム 530－ 41：49．04 129．7	
813 シャスティーナ 牝3鹿 54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 472＋101：49．53 62．9

814 コマノルヴァン 牝3栗 54 西村 淳也長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 436－121：49．81� 33．9�
711 テーオーラトゥール 牝3黒鹿54 浜中 俊小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 406－ 21：50．32� 31．6�
34 イサチルチャーム 牝3芦 54 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 沖田牧場 442－ 81：50．62 150．1
46 ピエナセイラ 牝3鹿 54 川島 信二本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 472＋ 21：50．81� 88．7�
69 カシノネメシス 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 鹿児島 柏木 務 474＋ 11：51．22� 200．1�
57 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 B466＋ 41：52．69 75．4�
610 ユリシスブルー 牝3栗 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B548＋ 41：54．8大差 31．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，964，800円 複勝： 83，582，300円 枠連： 8，218，100円
馬連： 41，980，100円 馬単： 24，811，000円 ワイド： 43，515，700円
3連複： 78，460，500円 3連単： 109，545，300円 計： 414，077，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 210円 枠 連（2－4） 930円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 380円 �� 400円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 239648 的中 � 111203（1番人気）
複勝票数 計 835823 的中 � 574285（1番人気）� 34357（5番人気）� 37888（4番人気）
枠連票数 計 82181 的中 （2－4） 6790（4番人気）
馬連票数 計 419801 的中 �� 39180（3番人気）
馬単票数 計 248110 的中 �� 16504（4番人気）
ワイド票数 計 435157 的中 �� 30583（3番人気）�� 29070（4番人気）�� 7851（13番人気）
3連複票数 計 784605 的中 ��� 26351（7番人気）
3連単票数 計1095453 的中 ��� 11623（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―29．9―42．9―56．1―1：08．2―1：21．2―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．4
1
3
8，13（2，11）1（10，12）9（5，14）（3，4，6）＝7
8，13（1，2，11）（12，6）（5，14，10）－3（9，4）＝7

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

勝馬の
紹 介

ラブオブマイライフ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．10．24 京都3着

2018．1．27生 牝3栗 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 4戦1勝 賞金 10，200，000円
〔制裁〕 オーケーパッション号の騎手丹内祐次は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔その他〕 ユリシスブルー号は，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〕 ユリシスブルー号は，「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。

02062 1月31日 晴 良 （3小倉1） 第6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

23 ルルルージュ 牝3鹿 54
53 ☆菊沢 一樹的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 480＋ 41：09．6 15．8�

715 ショウナンアシュア 牡3青鹿 56
55 ☆斎藤 新国本 哲秀氏 池添 兼雄 浦河 小島牧場 484－ 41：09．81� 7．3�

612 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 440＋ 4 〃 アタマ 159．8�

36 ジョージバローズ 牡3黒鹿56 西村 淳也猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 478－121：09．9クビ 11．7�
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 468＋ 4 〃 � 31．9�
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 426＋141：10．11� 36．0�
24 メイショウコデマリ 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 �川フアーム 446＋ 41：10．63 3．5	
35 エスタンピージャ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 458± 0 〃 アタマ 7．3�

12 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 456－ 2 〃 ハナ 12．0�

611 セ イ レ ー ン 牝3栗 54 中井 裕二浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 400－ 21：10．7クビ 6．4
817 ヴィンテージポート 牝3鹿 54 加藤 祥太�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 380－ 21：11．01� 165．8�
11 グッドラックラブ 牝3栗 54 和田 翼三岡 陽氏 小桧山 悟 新ひだか タツヤファーム 422－ 4 〃 クビ 218．5�
816 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 430＋ 21：11．1クビ 114．0�
510 チャットムーン 牡3黒鹿56 原田 和真 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 新ひだか 棚川 光男 452＋ 21：11．21 240．6�
818 ロケットペンダント 牝3栗 54 吉田 隼人青山 洋一氏 平田 修 浦河 谷川牧場 412－161：11．3� 6．2�
714 ノーブルレインボー 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 中田 英樹 444± 01：11．62 32．9�
48 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 448＋ 61：11．8� 117．2�
47 エフティエトワール 牝3青鹿54 木幡 初也吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 468＋ 61：12．22� 49．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，794，300円 複勝： 41，674，200円 枠連： 8，798，900円
馬連： 44，877，900円 馬単： 18，071，600円 ワイド： 43，878，600円
3連複： 76，621，700円 3連単： 69，340，200円 計： 327，057，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 680円 � 250円 � 4，470円 枠 連（2－7） 870円

馬 連 �� 7，650円 馬 単 �� 15，020円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 27，300円 �� 18，050円

3 連 複 ��� 296，210円 3 連 単 ��� 1，570，980円

票 数

単勝票数 計 237943 的中 � 12035（8番人気）
複勝票数 計 416742 的中 � 15375（8番人気）� 52100（4番人気）� 2108（16番人気）
枠連票数 計 87989 的中 （2－7） 7783（2番人気）
馬連票数 計 448779 的中 �� 4544（28番人気）
馬単票数 計 180716 的中 �� 902（57番人気）
ワイド票数 計 438786 的中 �� 5605（24番人気）�� 410（111番人気）�� 621（94番人気）
3連複票数 計 766217 的中 ��� 194（399番人気）
3連単票数 計 693402 的中 ��� 32（2193番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―11．7―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―45．4―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．9
3 ・（2，4）14（5，8，16）（9，18）（3，7）（6，12，15）（11，17，13）－（1，10） 4 ・（2，4）（5，14）（16，18）3（9，15）（6，8）（7，13）（12，17）（11，1，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルルルージュ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Red Ransom デビュー 2020．11．21 東京14着

2018．4．1生 牝3鹿 母 シエルルージュ 母母 Raisonnable 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 エフティエトワール号の騎手木幡初也は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：17番・10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 マイネルニゲラ号
（非抽選馬） 2頭 クールシラユリ号・ナムラスパロー号

第１回 小倉競馬 第６日



02063 1月31日 晴 稍重 （3小倉1） 第6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

711 ク リ オ ズ ナ 牝3栗 54
51 ▲泉谷 楓真 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 58．6 3．6�

57 ユスティニアン 牡3鹿 56 黛 弘人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 428－12 58．91� 91．4�
11 キャンユーキッス 牝3鹿 54 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 436＋10 59．11� 12．6�
712 スマートエミネンス 牡3芦 56 藤岡 康太大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 458＋ 2 〃 クビ 4．5�
22 スナークショウエン 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 468－ 4 〃 アタマ 7．9�
34 スターリーソング 牝3鹿 54 西村 淳也広尾レース	 高柳 大輔 新ひだか 金 球美 420－ 8 59．42 150．4

69 ボルケーノペスカ 牡3鹿 56 藤井勘一郎山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 442＋ 6 59．61 33．5�
814 インディナート 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新梶本 尚嗣氏 浅見 秀一 新ひだか タガミファーム 436－ 6 59．71 10．8�
45 インゴットバード 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心小島 吉彦氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 492＋ 6 59．91� 3．1
46 ビーナスオーキッド 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 458－ 81：00．32 38．8�
58 ハルキジェイソウル 牝3鹿 54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 勝秀 408－141：00．51� 20．6�
33 コジートゥインクル 牡3黒鹿56 菱田 裕二齊藤 直信氏 谷 潔 新冠 新冠橋本牧場 500＋161：00．6� 159．7�
813 サンライズテソロ 牡3鹿 56 加藤 祥太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 440－121：00．91� 71．2�
610 レジュレクシオン 牡3鹿 56 岡田 祥嗣 	京都ホースレーシング 吉田 直弘 新ひだか 高橋フアーム 416＋ 61：02．07 189．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，739，000円 複勝： 46，278，100円 枠連： 8，447，000円
馬連： 43，998，900円 馬単： 20，148，200円 ワイド： 41，735，700円
3連複： 69，882，900円 3連単： 75，168，700円 計： 337，398，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 1，330円 � 340円 枠 連（5－7） 1，610円

馬 連 �� 13，300円 馬 単 �� 16，920円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 930円 �� 9，820円

3 連 複 ��� 41，530円 3 連 単 ��� 210，410円

票 数

単勝票数 計 317390 的中 � 69009（2番人気）
複勝票数 計 462781 的中 � 80951（2番人気）� 7209（11番人気）� 34433（6番人気）
枠連票数 計 84470 的中 （5－7） 4042（8番人気）
馬連票数 計 439989 的中 �� 2562（33番人気）
馬単票数 計 201482 的中 �� 893（54番人気）
ワイド票数 計 417357 的中 �� 3348（32番人気）�� 12063（11番人気）�� 1062（58番人気）
3連複票数 計 698829 的中 ��� 1262（104番人気）
3連単票数 計 751687 的中 ��� 259（529番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．6―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．2―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク リ オ ズ ナ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．18 阪神9着

2018．1．17生 牝3栗 母 プ ロ ク リ ス 母母 ラ イ ラ プ ス 5戦1勝 賞金 6，400，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 アヴォカド号・エミーブリッツ号・スマートネクタル号・トーアテンニョ号

02064 1月31日 晴 良 （3小倉1） 第6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

33 コ ー ン ス ス 牡6鹿 60 植野 貴也加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 524－143：11．1 16．6�
710� マコトガラハッド �8鹿 60 三津谷隼人�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 506＋123：11．2� 7．6�
811 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 494－ 23：11．3� 4．3�
812� キタノテイオウ 牡6黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 460－103：11．61� 8．2�
67 ビルジキール 牡5黒鹿60 中村 将之玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 496＋ 43：12．55 15．4�
55 ライラックカラー 牡6黒鹿60 小野寺祐太山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 474＋123：12．92� 5．8	
44 � ミンナノシャチョウ 牡6鹿 60 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 510－ 83：13．21� 69．0

56 カモンスプリング 牡5鹿 60 熊沢 重文石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 504± 03：14．47 69．0�
79 � ディレットーレ �7黒鹿60 森 一馬米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 23：15．25 2．6�
22 デジタルプレイヤー 牡4鹿 59 西谷 誠寺田千代乃氏 武 英智 日高 下河辺牧場 464＋183：19．6大差 115．0
11 � サイゴウパワー �5栗 60 高野 和馬西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 B442－ 43：20．13 104．8�
68 プラチナムバレット 牡7芦 60 草野 太郎 �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 B502＋ 4 （競走中止） 25．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，587，000円 複勝： 25，571，300円 枠連： 7，716，100円
馬連： 29，024，000円 馬単： 16，103，900円 ワイド： 26，146，300円
3連複： 53，798，900円 3連単： 70，759，700円 計： 252，707，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 360円 � 210円 � 180円 枠 連（3－7） 1，150円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，090円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 39，790円

票 数

単勝票数 計 235870 的中 � 11306（7番人気）
複勝票数 計 255713 的中 � 15525（7番人気）� 33681（3番人気）� 41780（2番人気）
枠連票数 計 77161 的中 （3－7） 5163（4番人気）
馬連票数 計 290240 的中 �� 7398（13番人気）
馬単票数 計 161039 的中 �� 1703（29番人気）
ワイド票数 計 261463 的中 �� 5043（18番人気）�� 6074（15番人気）�� 10893（6番人気）
3連複票数 計 537989 的中 ��� 7412（17番人気）
3連単票数 計 707597 的中 ��� 1289（125番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 52．6－3F 39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コ ー ン ス ス �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 ウイングアロー デビュー 2018．1．21 中京5着

2015．4．1生 牡6鹿 母 アグリフェスタ 母母 カオリスマイル 障害：4戦1勝 賞金 11，100，000円
〔騎手変更〕 ライラックカラー号の騎手石神深一は，第5日第9競走での落馬負傷のため小野寺祐太に変更。
〔競走中止〕 プラチナムバレット号は，1周目1号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エタニティーワルツ号・クリノテルチャン号・トキノハヤテ号・ワーウルフ号



02065 1月31日 晴 良 （3小倉1） 第6日 第5競走 ��1，200�3歳新馬
発走12時10分 （芝・右）

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
1：06．5
1：06．5

良
良

48 タマモダイジョッキ 牡3栗 56 国分 優作タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470 ―1：11．0 3．6�
11 アスクキングコング 牡3黒鹿56 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 460 ―1：11．1クビ 5．5�
24 リッターヴォルト 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 日高 三輪 幸子 462 ―1：11．31� 19．9�

714 スローンターゲット 牡3鹿 56 城戸 義政水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 478 ―1：12．04 7．4�
36 クリノネモフィラ 牝3栗 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 長谷川浩大 日高 宝寄山 拓樹 420 ―1：12．32 48．4�
47 ジョーアヤメ 牝3芦 54 �島 良太上田江吏子氏 中竹 和也 新ひだか オギオギ牧場 432 ― 〃 アタマ 7．8	
611 ヒカリノミチ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新安部 純史氏 谷 潔 新ひだか 原田 久司 432 ― 〃 ハナ 20．0

818 タックスフェイス 牝3栗 54

51 ▲泉谷 楓真 STレーシング 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 366 ―1：12．4� 57．5�
715 キーチャンス 牡3黒鹿56 和田 翼北前孔一郎氏 田所 秀孝 浦河 赤田牧場 420 ―1：12．5� 63．0�
12 サンマルファニー 牝3鹿 54 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 412 ― 〃 アタマ 167．2
817 リアルインパルス 牝3芦 54 横山 和生 �京都ホースレーシング 武 英智 浦河 信岡牧場 418 ―1：12．6� 30．9�
612 タ ビ ズ キ 牝3鹿 54 吉田 隼人大塚 亮一氏 友道 康夫 日高 浜本牧場 468 ―1：12．7クビ 5．5�
35 ピエナアリエル 牝3青鹿54 中井 裕二本谷 兼三氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 378 ―1：12．81� 134．4�
510 アイファーチーター 牡3栗 56 荻野 極中島 稔氏 加用 正 日高 Wing Farm 458 ―1：12．9クビ 175．4�
59 イ ン テ ン ス 牡3鹿 56 岡田 祥嗣西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 464 ―1：13．11� 29．0�
713 ライトサイド 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 450 ―1：13．41� 10．8�
816 ハクサンキュート 牝3栗 54 丹内 祐次河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 �川 啓一 440 ―1：13．5� 81．6�
23 メイショウシマト 牡3青鹿56 田中 健松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 484 ―1：13．92� 86．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，388，500円 複勝： 39，351，800円 枠連： 11，807，600円
馬連： 39，552，400円 馬単： 17，596，900円 ワイド： 39，257，600円
3連複： 67，126，200円 3連単： 64，626，600円 計： 305，707，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 190円 � 380円 枠 連（1－4） 650円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，210円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 8，750円 3 連 単 ��� 29，010円

票 数

単勝票数 計 263885 的中 � 57398（1番人気）
複勝票数 計 393518 的中 � 71232（1番人気）� 58658（2番人気）� 20916（7番人気）
枠連票数 計 118076 的中 （1－4） 14010（2番人気）
馬連票数 計 395524 的中 �� 29012（1番人気）
馬単票数 計 175969 的中 �� 7179（1番人気）
ワイド票数 計 392576 的中 �� 21754（1番人気）�� 4369（23番人気）�� 4494（22番人気）
3連複票数 計 671262 的中 ��� 5748（22番人気）
3連単票数 計 646266 的中 ��� 1615（64番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．6―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．2―47．8―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．8
3 4，7－（8，14）（6，18）（2，1，17，16）（5，12，9，15）（11，10）13－3 4 4，7（6，8，14，1）18，2，17（5，12）（11，16）（9，15，10）－13－3

勝馬の
紹 介

タマモダイジョッキ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2018．3．31生 牡3栗 母 チャームポット 母母 ホットプレイ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カシノマイスター号・サンライズブルーム号・デシレー号

02066 1月31日 晴 良 （3小倉1） 第6日 第6競走 1，800�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
1：44．1
1：43．9

良
良

36 デルマアシュラ 牡3青 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 414－101：49．2 8．8�
48 キ ネ シ ク ス 牡3栗 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：49．52 2．9�
713 ロードトランス 牡3鹿 56 横山 和生 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 2 〃 ハナ 3．7�
11 カ カ オ 牝3黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹海谷 幸司氏 伊坂 重信 登別 登別上水牧場 436 ―1：49．6� 47．8�
47 ゼンダンピューマ �3栗 56 勝浦 正樹渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 456＋ 41：49．7� 121．3	
24 ゴ ラ ン デ ィ �3鹿 56

55 ☆木幡 育也吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：50．12� 27．0

23 イッツトゥルー 牡3鹿 56 川又 賢治 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 日高 白井牧場 470± 01：50．2クビ 68．0�
510 テーオーソロス 牡3青鹿56 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 474－10 〃 クビ 5．0�
816 ウインクラリティ 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹�ウイン 宗像 義忠 登別 登別上水牧場 444－ 61：50．62� 74．1
815 タイセイレガリア 牡3鹿 56 西村 淳也田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B474－10 〃 ハナ 19．8�
35 ソングオブソフィア 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 浦河 笹島 政信 476＋16 〃 クビ 7．5�
59 トレサイーユ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 420－101：50．8� 55．6�

612 ダディーズソフィア 牝3黒鹿54 菱田 裕二田島 大史氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム 420＋ 41：51．12 222．0�
12 ランスオブソウル 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真五影 隆則氏 石橋 守 日高 加藤牧場 444－141：52．05 119．0�
611 ロードギガース 牡3栗 56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか 棚川 光男 B508＋ 21：52．21� 36．8�

（15頭）
714 デルマアミダ 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 470－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，811，500円 複勝： 40，021，500円 枠連： 8，202，900円
馬連： 38，289，600円 馬単： 16，273，500円 ワイド： 36，080，100円
3連複： 55，207，300円 3連単： 55，531，100円 計： 279，417，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 200円 � 120円 � 130円 枠 連（3－4） 620円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 400円 �� 550円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 11，240円

票 数

単勝票数 差引計 298115（返還計 11496） 的中 � 26945（5番人気）
複勝票数 差引計 400215（返還計 22765） 的中 � 39771（5番人気）� 99013（1番人気）� 82311（2番人気）
枠連票数 差引計 82029（返還計 1444） 的中 （3－4） 10237（2番人気）
馬連票数 差引計 382896（返還計 40589） 的中 �� 23128（5番人気）
馬単票数 差引計 162735（返還計 18776） 的中 �� 4550（11番人気）
ワイド票数 差引計 360801（返還計 45423） 的中 �� 22399（3番人気）�� 15080（7番人気）�� 42380（1番人気）
3連複票数 差引計 552073（返還計110705） 的中 ��� 24805（3番人気）
3連単票数 差引計 555311（返還計115360） 的中 ��� 3581（24番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．2―12．3―12．0―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．4―47．6―59．9―1：11．9―1：24．1―1：36．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デルマアシュラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2020．9．5 札幌10着

2018．2．18生 牡3青 母 オ ン ヴ ェ ラ 母母 Karmifira 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走除外〕 デルマアミダ号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 ターゲット号
（非抽選馬） 1頭 ナムラゴロー号



02067 1月31日 晴 良 （3小倉1） 第6日 第7競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13時10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

711 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 492＋ 22：00．9 3．3�
610 ブルームスベリー 牝4鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム B438－202：01．11� 6．0�
46 ユークレース 牝4鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 470＋ 82：01．2� 16．6�
45 � タ カ ン ナ 牝4栗 54 黛 弘人合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 450＋ 82：01．51� 47．0�
33 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 466－ 4 〃 アタマ 4．6�
11 � ホウオウプリンセス 牝5鹿 55 西村 淳也小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 454± 0 〃 ハナ 11．6	
22 タニノヨセミテ 牝4鹿 54 �島 良太谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 412± 02：01．71� 5．0

58 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 434＋ 2 〃 クビ 17．2�
34 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± 02：02．01� 15．9
69 アークロイヤル 牝5栗 55 中井 裕二原 	子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 428＋ 62：02．42� 23．8�
57 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 444－ 22：02．71� 65．3�
814 ディザイアソング 牝5鹿 55 原田 和真尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 452＋ 62：02．91� 98．0�
813 プロスペリティ 牝5黒鹿 55

52 ▲泉谷 楓真 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：03．01 122．8�
712� オールステリーナ 牝6黒鹿55 荻野 極宮田 守氏 松山 将樹 日高 前野牧場 472± 02：03．53 60．1�
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売 得 金
単勝： 26，485，500円 複勝： 44，441，800円 枠連： 7，424，100円
馬連： 43，770，700円 馬単： 18，915，600円 ワイド： 44，366，900円
3連複： 72，213，100円 3連単： 75，769，100円 計： 333，386，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 230円 � 480円 枠 連（6－7） 730円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，220円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 22，170円

票 数

単勝票数 計 264855 的中 � 62349（1番人気）
複勝票数 計 444418 的中 � 89717（1番人気）� 50647（4番人気）� 18593（9番人気）
枠連票数 計 74241 的中 （6－7） 7784（1番人気）
馬連票数 計 437707 的中 �� 35623（1番人気）
馬単票数 計 189156 的中 �� 8306（2番人気）
ワイド票数 計 443669 的中 �� 24739（3番人気）�� 9128（16番人気）�� 5927（25番人気）
3連複票数 計 722131 的中 ��� 8507（22番人気）
3連単票数 計 757691 的中 ��� 2477（49番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―11．9―12．4―12．1―11．9―12．1―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�
12．5―24．2―36．1―48．5―1：00．6―1：12．5―1：24．6―1：36．6―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バルバレスコ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2019．8．31 新潟2着

2017．4．12生 牝4鹿 母 ローマンエンプレス 母母 Ionian Sea 10戦2勝 賞金 21，780，000円

02068 1月31日 晴 稍重 （3小倉1） 第6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）

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

55 � ヴェルテックス 牡4栗 56 西村 淳也 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B520＋ 51：44．0 2．5�
66 スズカパンサー 牡4栗 56

54 △山田 敬士永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B464＋ 21：44．85 3．2�
89 リアルシング 牡4黒鹿 56

55 ☆斎藤 新 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 532－ 81：45．65 5．8�

88 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± 01：45．7クビ 5．4�

11 モズピンポン 牡4栗 56 吉田 隼人 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 512＋ 6 〃 クビ 10．6	
33 � ベッサメモー 牝4鹿 54 藤岡 康太吉田 和子氏 武 幸四郎 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

B514＋ 81：46．55 17．6

22 ソ ツ ナ サ 牡4鹿 56 藤井勘一郎佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 468＋201：46．92� 71．3�
77 � アイアムビクトリア 牝5栗 55 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 448－ 21：47．64 101．6�
44 ヴィブラント 牡4鹿 56 中井 裕二 DMMドリームクラブ� 今野 貞一 安平 追分ファーム 508± 01：50．3大差 74．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，054，900円 複勝： 30，960，000円 枠連： 6，575，000円
馬連： 40，425，200円 馬単： 21，600，600円 ワイド： 33，054，400円
3連複： 50，550，300円 3連単： 100，354，700円 計： 318，575，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 130円 枠 連（5－6） 430円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 180円 �� 240円 �� 300円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 350549 的中 � 111557（1番人気）
複勝票数 計 309600 的中 � 71251（1番人気）� 70789（2番人気）� 54496（4番人気）
枠連票数 計 65750 的中 （5－6） 11757（2番人気）
馬連票数 計 404252 的中 �� 69767（1番人気）
馬単票数 計 216006 的中 �� 18582（1番人気）
ワイド票数 計 330544 的中 �� 51242（1番人気）�� 33738（2番人気）�� 25520（5番人気）
3連複票数 計 505503 的中 ��� 50492（2番人気）
3連単票数 計1003547 的中 ��� 27455（2番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．8―12．3―12．2―12．2―12．3―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．7―42．0―54．2―1：06．4―1：18．7―1：31．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴェルテックス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 サクラバクシンオー

2017．3．31生 牡4栗 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 11戦1勝 賞金 22，900，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィブラント号は，「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。



02069 1月31日 晴 良 （3小倉1） 第6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

56 マイネルコロンブス 牡4鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 22：40．4 3．0�

22 ハギノエスペラント 牡4青鹿56 �島 良太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 500＋ 62：40．61� 4．2�
44 � ウインエアフォルク 牡4鹿 56

54 ◇藤田菜七子成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 22：40．7アタマ 6．4�
812 アイスジェイド 牡4鹿 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 488＋102：41．23 5．4�
67 � ホウオウビクトリー 牡5鹿 57

56 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 42：41．41� 36．1	
811 ボ マ ラ イ ン �4鹿 56

53 ▲泉谷 楓真野嶋 祥二氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 B462＋ 2 〃 クビ 163．3

11 クルミネイト 牝5鹿 55

54 ☆菅原 明良 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 460± 02：41．5クビ 15．6�
55 ナムアミダブツ 牡4鹿 56 川又 賢治ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B466－ 22：41．6� 12．7�
79 シエラネバダ �6芦 57 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 22：41．91	 21．9
68 � 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± 02：42．43 9．3�
710 トゥプエデス 牡5黒鹿 57

54 ▲秋山 稔樹佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 458＋ 42：42．82� 116．1�
33 スワーヴカエサル 牡4鹿 56 藤岡 康太�NICKS 田中 博康 千歳 社台ファーム 540± 02：43．97 67．3�
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売 得 金
単勝： 38，786，200円 複勝： 51，294，500円 枠連： 8，923，300円
馬連： 58，958，200円 馬単： 24，615，100円 ワイド： 52，102，600円
3連複： 91，426，800円 3連単： 115，043，100円 計： 441，149，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 210円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 310円 �� 460円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 6，910円

票 数

単勝票数 計 387862 的中 � 100451（1番人気）
複勝票数 計 512945 的中 � 106850（1番人気）� 84601（2番人気）� 52809（4番人気）
枠連票数 計 89233 的中 （2－5） 11053（2番人気）
馬連票数 計 589582 的中 �� 60830（1番人気）
馬単票数 計 246151 的中 �� 14335（1番人気）
ワイド票数 計 521026 的中 �� 46561（1番人気）�� 28074（4番人気）�� 20431（7番人気）
3連複票数 計 914268 的中 ��� 42643（2番人気）
3連単票数 計1150431 的中 ��� 12058（5番人気）

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

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�
12．6―24．2―36．2―48．3―1：00．9―1：13．6―1：26．6―1：39．3―1：51．5―2：03．6―2：15．7―2：27．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルコロンブス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スマートボーイ デビュー 2019．7．21 中京12着

2017．2．27生 牡4鹿 母 トウホクビジン 母母 ミ リ ョ ク 12戦2勝 賞金 23，912，000円
〔その他〕 クルミネイト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クルミネイト号は，「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。
〔3走成績による出走制限〕 スワーヴカエサル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年3月31日まで平地競走に出走で

きない。
※スワーヴカエサル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02070 1月31日 晴 良 （3小倉1） 第6日 第10競走 ��1，200�
お う ま

合 馬 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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

11 イリスファルコン 牝7鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 424－ 41：09．1 31．3�
33 ディヴィナシオン 牡4黒鹿56 勝浦 正樹一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 452± 0 〃 クビ 4．1�
44 アサケエース 牡4鹿 56 泉谷 楓真大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 434－ 41：09．31� 7．3�
78 カーフライターク 牡4黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480± 01：09．61� 1．6�
66 リーゼントアイリス 牝6黒鹿55 斎藤 新三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 438＋ 61：09．7� 39．7�
89 ニホンピロヘイロー 牝6鹿 55 田中 健小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 462－ 61：09．91� 40．7	
55 コスモカッティーボ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 2 〃 クビ 35．8

810� プレミアムコマチ 牝5鹿 55 小林 凌大�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 424－ 41：10．0クビ 54．5�
22 	 タニノミッション 牝5鹿 55 浜中 俊谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 488－10 〃 ハナ 7．5�
77 ケイゴールド 牝5青鹿55 中井 裕二布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 486＋ 61：10．53 66．4
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売 得 金
単勝： 37，455，800円 複勝： 66，112，600円 枠連： 10，095，000円
馬連： 54，910，800円 馬単： 35，204，100円 ワイド： 43，639，300円
3連複： 78，272，000円 3連単： 167，716，700円 計： 493，406，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 800円 � 260円 � 320円 枠 連（1－3） 4，560円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 13，690円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，880円 �� 450円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 82，380円

票 数

単勝票数 計 374558 的中 � 9553（5番人気）
複勝票数 計 661126 的中 � 18812（5番人気）� 73384（2番人気）� 56213（3番人気）
枠連票数 計 100950 的中 （1－3） 1715（11番人気）
馬連票数 計 549108 的中 �� 9406（13番人気）
馬単票数 計 352041 的中 �� 1928（29番人気）
ワイド票数 計 436393 的中 �� 11503（12番人気）�� 5606（18番人気）�� 26903（4番人気）
3連複票数 計 782720 的中 ��� 8320（24番人気）
3連単票数 計1677167 的中 ��� 1476（191番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．3―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―45．5―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．9
3 ・（1，6）7（2，5，8）（4，10，9）3 4 ・（1，6）（2，5，7，8）（4，10，9，3）

勝馬の
紹 介

イリスファルコン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．9．10 阪神3着

2014．4．1生 牝7鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 35戦3勝 賞金 37，164，000円
※ケイゴールド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



02071 1月31日 晴 良 （3小倉1） 第6日 第11競走 ��
��1，200�

がんりゅうじま

巌流島ステークス
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 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

714 メイショウカリン 牝7鹿 55 菱田 裕二松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 504－ 41：08．3 40．5�
59 ナンヨーアミーコ �8栗 57 藤田菜七子中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430－ 21：08．4	 45．6�
816 センショウユウト 牡6鹿 57 吉田 隼人川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B482－ 6 〃 アタマ 17．0�
47 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 B458－ 2 〃 クビ 3．3�
23 ニシノドレッシー 牝5鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 458－ 41：08．61	 9．9�
510 ウ ィ ズ 牡6鹿 57 西村 淳也 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 ラツキー牧場 486－ 21：08．7クビ 119．8	
815 エレヴァート 牝4黒鹿54 藤井勘一郎�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 440± 01：08．91� 17．7

713 リレーションシップ 牡4鹿 56 浜中 俊吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 500＋ 2 〃 クビ 2．0�
817 メイショウミモザ 牝4芦 54 横山 和生松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 444－ 21：09．0� 14．5�
36 クインズチャパラ 牝6鹿 55 藤岡 康太 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 新冠 新冠橋本牧場 B456－ 41：09．1	 44．9
48 コウエイダリア 牝7黒鹿55 川島 信二伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 492－ 61：09．2クビ 77．3�
612 コロラトゥーレ 牝7鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 478－ 6 〃 アタマ 129．6�
12 イサチルホープ 牡9栗 57 国分 優作小坂 功氏 大根田裕之 日高 戸川牧場 484－ 8 〃 ハナ 107．8�
611 ファンタジステラ 牡7鹿 57 斎藤 新 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 436－ 21：09．3クビ 23．8�
35 ワールドフォーラブ 牝7黒鹿55 荻野 極 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 462－101：09．62 69．4�
11 スマイルスター 牝5栗 55 亀田 温心 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 514＋ 61：09．7	 92．9�
24 トロワマルス 牝4鹿 54 丹内 祐次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 468－ 21：09．91� 58．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 76，854，100円 複勝： 93，774，700円 枠連： 42，823，400円
馬連： 198，967，200円 馬単： 78，099，500円 ワイド： 141，979，600円
3連複： 361，780，400円 3連単： 398，370，300円 計： 1，392，649，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，050円 複 勝 � 950円 � 720円 � 460円 枠 連（5－7） 2，840円

馬 連 �� 53，060円 馬 単 �� 118，330円

ワ イ ド �� 10，550円 �� 6，400円 �� 3，690円

3 連 複 ��� 114，290円 3 連 単 ��� 504，040円

票 数

単勝票数 計 768541 的中 � 15172（8番人気）
複勝票数 計 937747 的中 � 25173（9番人気）� 33895（8番人気）� 57275（5番人気）
枠連票数 計 428234 的中 （5－7） 11653（10番人気）
馬連票数 計1989672 的中 �� 2906（75番人気）
馬単票数 計 780995 的中 �� 495（148番人気）
ワイド票数 計1419796 的中 �� 3455（73番人気）�� 5720（53番人気）�� 9990（35番人気）
3連複票数 計3617804 的中 ��� 2374（215番人気）
3連単票数 計3983703 的中 ��� 573（931番人気）

ハロンタイム 11．7―10．2―10．7―11．4―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．9―32．6―44．0―55．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカリン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2016．7．24 中京16着

2014．5．14生 牝7鹿 母 シ ョ コ ッ ト 母母 ショーガールⅡ 32戦5勝 賞金 109，383，000円
※スマイルスター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

02072 1月31日 晴 稍重 （3小倉1） 第6日 第12競走 ��1，700�
か い も ん だ け

開 聞 岳 特 別
発走16時00分 （ダート・右）
4歳以上，2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 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

611 ホウオウライジン 牡5栗 54 菱田 裕二小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：44．9 14．2�
713 プエルタデルソル 牡7栗 54 亀田 温心前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 81：45．43 36．8�
714 レガーメペスカ 牡4黒鹿54 菅原 明良山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 506± 01：45．5� 6．6�
815 テイエムクロムシャ 牡5青鹿55 吉田 隼人竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 480＋ 21：45．6� 4．4�
47 サンティーニ �6栗 56 川又 賢治�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 482－ 41：45．81� 10．5�
35 グリニッジシチー �5栗 54 丹内 祐次 	友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 468＋ 41：45．9� 51．5

816 アースライザー �4栗 53 山田 敬士 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 北出 成人 新ひだか 岡田スタツド B470－121：46．21� 58．5�
510 ファイナルマズル 牡5鹿 54 藤岡 康太 	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 482＋ 41：46．3� 13．0�
24 	 セ ラ ン 牝4黒鹿54 横山 和生前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Cres Ran,

LLC B480－10 〃 アタマ 10．8
612 テイエムギフテッド 牡6黒鹿54 藤田菜七子竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 468± 01：46．51� 74．0�
11 エースレイジング 牡4黒鹿54 西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 21：46．6アタマ 5．4�
12 オンリーワンボーイ 牡4青鹿54 斎藤 新金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B458－ 2 〃 ハナ 7．2�
48 バンクショット 牡5黒鹿55 荻野 極吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B480＋10 〃 クビ 33．6�
36 
 モズダッシュスター 牡5栗 54 浜中 俊 	キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 508＋ 21：46．7クビ 10．7�
23 
 カーブドシール 牡5鹿 54 藤井勘一郎前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋101：46．91� 89．2�
59 マルモマリア 牝6鹿 51 田中 健まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 468－ 41：47．22 109．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，073，400円 複勝： 95，727，000円 枠連： 28，599，400円
馬連： 129，302，700円 馬単： 45，649，900円 ワイド： 110，660，000円
3連複： 224，908，500円 3連単： 229，966，100円 計： 925，887，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 370円 � 720円 � 280円 枠 連（6－7） 3，990円

馬 連 �� 11，640円 馬 単 �� 20，400円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 1，550円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 29，800円 3 連 単 ��� 212，930円

票 数

単勝票数 計 610734 的中 � 34307（9番人気）
複勝票数 計 957270 的中 � 67516（7番人気）� 31334（10番人気）� 99188（4番人気）
枠連票数 計 285994 的中 （6－7） 5543（21番人気）
馬連票数 計1293027 的中 �� 8605（45番人気）
馬単票数 計 456499 的中 �� 1678（82番人気）
ワイド票数 計1106600 的中 �� 10309（36番人気）�� 18665（20番人気）�� 8848（43番人気）
3連複票数 計2249085 的中 ��� 5660（107番人気）
3連単票数 計2299661 的中 ��� 783（747番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．3―12．2―12．2―12．2―12．8―13．1―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．0―41．2―53．4―1：05．6―1：18．4―1：31．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ホウオウライジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．24 阪神4着

2016．5．1生 牡5栗 母 ガールオンファイア 母母 レディブロンド 23戦3勝 賞金 49，474，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※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 デュアルウィールド号
（非抽選馬） 1頭 フィルストバーン号

３レース目



（3小倉1）第6日 1月31日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 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

191，670，000円
22，010，000円
1，440，000円
21，360，000円
69，180，000円
5，355，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
434，995，000円
658，789，800円
157，630，800円
764，057，700円
337，089，900円
656，416，800円
1，280，248，600円
1，532，191，600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 5，821，420，200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6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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