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00001 1月5日 晴 良 （3中山1） 第1日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時55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
1：08．5
1：08．5

重
重

510 ラストサムライ 牡3芦 56 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 466＋ 81：12．5 1．8�
714 リュヌダムール 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452－ 21：12．81� 8．9�
23 ソニックムーヴ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮田 敬介 新ひだか 桜井牧場 488－ 4 〃 ハナ 13．6�

612 トランセンドパスト 牡3鹿 56 宮崎 北斗簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 41：13．01� 15．7�
816 バルネージュ �3芦 56 木幡 巧也手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 516＋14 〃 アタマ 9．0	
35 ロングジャーニー 牝3栗 54 戸崎 圭太密山 根成氏 武市 康男 新冠 三村 卓也 452± 01：13．21� 5．3

12 シゲルブイン 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良森中 蕃氏 深山 雅史 日高 シンボリ牧場 460＋ 61：13．52 108．4�
59 クリオシタース �3栗 56 武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B484＋161：13．6クビ 17．9�
47 スターオンステージ 牝3栗 54

52 △山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 438－121：13．81� 181．1

36 シーオブクラウズ 牡3芦 56 北村 宏司岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 472＋ 4 〃 アタマ 41．6�
11 ネオトリニティー 牝3鹿 54 武士沢友治フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 414－141：13．9� 103．0�
48 ナンヨーノワール 牡3鹿 56 松山 弘平中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 446－ 2 〃 ハナ 29．5�
611 ジェラゾヴァヴォラ 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 434＋ 41：14．32� 440．6�
24 フミエイター 牡3芦 56

53 ▲原 優介林 文彦氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 416＋ 61：14．4� 116．9�
713 マイネルレスペト 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 B488＋ 21：14．93 43．0�
815 トーティシェル 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 412＋141：15．11� 337．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，335，500円 複勝： 77，376，400円 枠連： 12，927，900円
馬連： 82，055，900円 馬単： 35，220，300円 ワイド： 71，524，500円
3連複： 136，150，600円 3連単： 146，446，200円 計： 600，037，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 310円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 370円 �� 490円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 383355 的中 � 162031（1番人気）
複勝票数 計 773764 的中 � 332297（1番人気）� 75495（3番人気）� 37853（6番人気）
枠連票数 計 129279 的中 （5－7） 16023（2番人気）
馬連票数 計 820559 的中 �� 80036（2番人気）
馬単票数 計 352203 的中 �� 20917（3番人気）
ワイド票数 計 715245 的中 �� 53074（2番人気）�� 38161（5番人気）�� 10659（18番人気）
3連複票数 計1361506 的中 ��� 37343（6番人気）
3連単票数 計1464462 的中 ��� 12821（17番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．6―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．4―46．8―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．1
3 ・（14，13）16（5，12）（6，10，8）3，7（9，15）11（2，1）－4 4 14（5，13，16，12）（3，6，10）8（7，9）（11，2，1）－15，4

勝馬の
紹 介

ラストサムライ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2020．6．27 函館4着

2018．3．10生 牡3芦 母 ミラクルアイドル 母母 エクスエトワール 5戦1勝 賞金 10，010，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レッティングゴー号
（非抽選馬） 4頭 アーマー号・カネショウルーイ号・クリスタルスワン号・ナムラアダーラ号

00002 1月5日 晴 良 （3中山1） 第1日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 ロ ン グ ラ ン 牡3鹿 56 大野 拓弥梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 488＋ 21：56．5 22．7�
24 � アメリカンエール 牡3芦 56 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 504± 01：56．81� 2．4�
47 ディヴァインゲート 牡3鹿 56 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 492± 01：57．22� 22．8�
23 アナザーヴィータ 牡3栗 56 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム B480＋ 61：57．51� 55．6�
611 ライヴクラッカー 牡3黒鹿56 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B480＋12 〃 アタマ 17．6	
11 ノ ー リ ス 牡3黒鹿56 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 524－ 2 〃 ハナ 2．8

714 ワールドマックス 牡3青鹿56 横山 和生池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 470＋ 61：57．7� 133．3�
48 ハイエストピーク 牡3鹿 56 田辺 裕信村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 494＋14 〃 クビ 4．7�
59 サザンジンジャー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 谷川牧場 486＋ 6 〃 クビ 124．9
12 マイネルボーダレス 牡3鹿 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 浜口牧場 438＋ 81：58．23 253．8�
713 ロクネンニクミ 牡3栗 56 内田 博幸藤本 彰氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム 524＋ 81：58．3クビ 90．7�
36 マサカウマザンマイ 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム B478＋161：58．4� 95．1�
510 ロードバイファル 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか 広田牧場 B526＋241：59．14 119．4�
815 トーヨーヒヨウ 牡3栗 56 吉田 豊中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 528＋281：59．31 315．1�
612 イルギオットーネ 牡3鹿 56 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋182：01．4大差 15．1�
35 ベルクフリート 牡3鹿 56 石川裕紀人髙瀬 正志氏 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 522－122：02．78 168．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，557，000円 複勝： 47，826，800円 枠連： 11，807，200円
馬連： 62，599，200円 馬単： 30，804，900円 ワイド： 53，610，600円
3連複： 100，523，600円 3連単： 122，378，900円 計： 466，108，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 400円 � 130円 � 280円 枠 連（2－8） 2，970円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 9，900円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 4，360円 �� 660円

3 連 複 ��� 12，250円 3 連 単 ��� 115，220円

票 数

単勝票数 計 365570 的中 � 12872（6番人気）
複勝票数 計 478268 的中 � 22665（7番人気）� 139990（1番人気）� 35847（4番人気）
枠連票数 計 118072 的中 （2－8） 3073（7番人気）
馬連票数 計 625992 的中 �� 13362（13番人気）
馬単票数 計 308049 的中 �� 2333（30番人気）
ワイド票数 計 536106 的中 �� 11441（15番人気）�� 3014（31番人気）�� 21965（6番人気）
3連複票数 計1005236 的中 ��� 6154（30番人気）
3連単票数 計1223789 的中 ��� 770（247番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．9―13．4―13．1―13．0―13．0―13．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．7―51．1―1：04．2―1：17．2―1：30．2―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．3
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロ ン グ ラ ン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Kendargent デビュー 2020．11．29 東京10着

2018．2．9生 牡3鹿 母 ノッテビアンカ 母母 Biancarosa 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルクフリート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月5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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 コスモコラッジョ号・ディヴァインギフト号・ハラジュク号・ヒロヘヴン号・ペイシャレン号

第１回 中山競馬 第１日



00003 1月5日 曇 良 （3中山1） 第1日 第3競走 ��1，800�3歳新馬
発走10時55分 （ダート・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
1：48．5
1：47．6

重
重

55 ピュアジャッジ 牡3鹿 56 松山 弘平�山際牧場 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 490 ―1：57．6 2．6�
78 スクリーンプロセス 牡3青鹿56 横山 武史 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 538 ―1：58．02� 3．6�
810 ショウナンカホウ 牡3鹿 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 538 ―1：58．2� 12．5�
811 メイプルエクセル 牡3栗 56 宮崎 北斗節 英司氏 南田美知雄 平取 スガタ牧場 520 ―1：58．41 8．6�
67 タイセイサムソン 牡3黒鹿56 横山 和生田中 成奉氏 奥村 武 浦河 日進牧場 498 ―1：58．61� 24．9�
44 ハイドアンドシーク 牡3黒鹿56 戸崎 圭太	ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 土居牧場 540 ―1：58．81� 7．3

66 ステイホームバブル 牡3栗 56 川田 将雅飯田 正剛氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：59．01� 6．6�
33 ショウナンサキガケ 牡3黒鹿56 丸山 元気国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 518 ―1：59．95 27．2�
11 チェリーフラッシュ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 村下 清志 502 ―2：01．07 159．2
22 � ウェルスナイパー 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 米

Parrish Hill
Farm & Amanda
Roach Cole

478 ―2：01．31� 43．0�
79 キーボーカル 	3鹿 56

53 ▲原 優介北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 502 ―2：01．62 249．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，549，600円 複勝： 39，551，900円 枠連： 7，740，100円
馬連： 51，663，000円 馬単： 25，539，600円 ワイド： 37，504，300円
3連複： 67，870，100円 3連単： 92，795，700円 計： 355，214，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 220円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 270円 �� 500円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 6，510円

票 数

単勝票数 計 325496 的中 � 99562（1番人気）
複勝票数 計 395519 的中 � 100339（1番人気）� 78117（2番人気）� 33320（6番人気）
枠連票数 計 77401 的中 （5－7） 9668（1番人気）
馬連票数 計 516630 的中 �� 70662（1番人気）
馬単票数 計 255396 的中 �� 17334（1番人気）
ワイド票数 計 375043 的中 �� 39867（1番人気）�� 18175（7番人気）�� 14316（10番人気）
3連複票数 計 678701 的中 ��� 28590（5番人気）
3連単票数 計 927957 的中 ��� 10326（10番人気）

ハロンタイム 13．0―12．8―14．0―14．2―13．3―13．2―12．8―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．8―39．8―54．0―1：07．3―1：20．5―1：33．3―1：45．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピュアジャッジ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2018．4．10生 牡3鹿 母 ピュアアイズ 母母 ミスワキジャパン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出走取消馬 ニシノバシャール号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

00004 1月5日 曇 良 （3中山1） 第1日 第4競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走11時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

34 バルサミックムーン �4鹿 56 吉田 豊高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 508＋ 21：53．8 3．8�
46 アポロティアモ 牡4栗 56 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 504＋ 21：53．9� 1．9�
22 チュウワジョーダン �4黒鹿 56

53 ▲小林 凌大中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 448－ 21：54．0クビ 64．0�
611 サンビュート �4栗 56 北村 宏司 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社

ケイズ 492＋ 21：54．21� 13．5�
713 コ ス モ オ リ 牡4栗 56 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B456＋ 21：54．94 43．5	
23 � ヌ ン カ プ ト 牡4鹿 56 勝浦 正樹ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 444＋ 41：55．0� 45．7

11 アベックフォルス 牡4鹿 56 田辺 裕信田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 488＋ 81：55．85 16．8�
814 ミッキープリンス 牡4栗 56 戸崎 圭太野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B518＋101：56．11� 14．0�
35 ドノスティア �4黒鹿56 内田 博幸村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 538＋ 4 〃 ハナ 53．6
610 アミュリオン 牡5栗 57 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 474± 01：56．42 64．9�
59 � セイカタチバナ 牡4栗 56 丸田 恭介久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 492＋ 11：56．93 488．6�
815 マイネルレンカ 牡7黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 490＋161：57．11� 84．8�
58 サトノアレックス 牡4栗 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 510＋ 61：57．31 12．1�
47 アストンクリントン 牡4黒鹿56 丸山 元気 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：58．57 12．5�
712 ネバーゴーンアウト 牡4青鹿 56

55 ☆菅原 明良岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 500＋181：59．13� 87．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，320，000円 複勝： 98，457，500円 枠連： 11，822，800円
馬連： 68，303，100円 馬単： 35，775，800円 ワイド： 65，229，300円
3連複： 113，856，800円 3連単： 141，920，300円 計： 572，685，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 110円 � 680円 枠 連（3－4） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 220円 �� 3，280円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 29，050円

票 数

単勝票数 計 373200 的中 � 77470（2番人気）
複勝票数 計 984575 的中 � 88422（2番人気）� 621240（1番人気）� 11697（11番人気）
枠連票数 計 118228 的中 （3－4） 21613（1番人気）
馬連票数 計 683031 的中 �� 122536（1番人気）
馬単票数 計 357758 的中 �� 24695（2番人気）
ワイド票数 計 652293 的中 �� 92608（1番人気）�� 4399（32番人気）�� 8906（18番人気）
3連複票数 計1138568 的中 ��� 13033（21番人気）
3連単票数 計1419203 的中 ��� 3541（87番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―13．2―13．5―11．8―12．1―12．5―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―38．3―51．8―1：03．6―1：15．7―1：28．2―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バルサミックムーン �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．2．9 東京1着

2017．4．2生 �4鹿 母 ホワイトペッパー 母母 レッドチリペッパー 6戦2勝 賞金 16，260，000円
〔その他〕 サトノアレックス号は，競走中に疾病〔鼻出血（3回目）〕を発症。

ミッキープリンス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネバーゴーンアウト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月5日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 サトノアレックス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年4月5日まで出走できない。

ミッキープリンス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月5日まで出走できない。
※出走取消馬 デルマラピスラズリ号（疾病〔感冒〕のため）

追 加 記 事（第 5回中山競馬第 7日第 6競走）
〔その他〕　　テイエムキングマン号は，競走中に疾病〔左第 1指骨剥離骨折〕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。



00005 1月5日 曇 良 （3中山1） 第1日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時15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
1：57．8
1：56．1

良
良

611 アサマノイタズラ 牡3黒鹿56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 500－ 62：02．0 8．4�
11 コスモマイン 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 442＋ 42：02．64 2．6�
23 スーパービーム 牡3芦 56 戸崎 圭太平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 510＋ 42：02．7クビ 3．0�
35 アインゲーブング 牝3鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 22：02．8� 19．0�
12 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 486＋ 42：02．9� 47．6	
816 マイネルリリーフ 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 460＋102：03．11� 48．1

815 マイネルグロース 牡3芦 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 448＋ 62：03．2� 16．6�
48 ブレークアップ 牡3栗 56 内田 博幸阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 496＋ 42：03．3クビ 74．9�
24 コーストライン 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 462± 02：03．4� 7．2
714 アルバトリア 牝3鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 442＋ 62：03．51 37．0�
36 ベリリウンヌ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 大北牧場 418－122：03．81� 70．3�
612 モンサンラディウス 牡3鹿 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 504＋ 82：04．01 16．5�
59 タイプチョウサン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 402＋ 42：04．21� 209．2�
713 ベ ル モ ッ ク 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子子安 裕樹氏 青木 孝文 平取 株式会社
ASK STUD 462＋222：04．3� 188．3�

47 カ イ ラ ス 牡3栗 56 西村 淳也矢野 秀春氏 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 456－ 42：04．72� 256．5�
510 オビワンエンペラー �3鹿 56

55 ☆木幡 育也�富士開発 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 534＋ 22：05．87 318．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，696，400円 複勝： 59，215，300円 枠連： 17，041，000円
馬連： 71，470，100円 馬単： 32，816，700円 ワイド： 67，575，400円
3連複： 112，344，200円 3連単： 135，385，800円 計： 531，544，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 160円 � 110円 � 120円 枠 連（1－6） 660円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 370円 �� 410円 �� 180円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 6，570円

票 数

単勝票数 計 356964 的中 � 33858（4番人気）
複勝票数 計 592153 的中 � 67586（3番人気）� 161547（1番人気）� 142828（2番人気）
枠連票数 計 170410 的中 （1－6） 19804（3番人気）
馬連票数 計 714701 的中 �� 56346（2番人気）
馬単票数 計 328167 的中 �� 10222（7番人気）
ワイド票数 計 675754 的中 �� 42164（2番人気）�� 36180（4番人気）�� 117911（1番人気）
3連複票数 計1123442 的中 ��� 97798（1番人気）
3連単票数 計1353858 的中 ��� 14928（13番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―13．1―12．0―12．4―12．3―12．3―12．1―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―37．5―49．5―1：01．9―1：14．2―1：26．5―1：38．6―1：50．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アサマノイタズラ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．12．13 中山3着

2018．4．1生 牡3黒鹿 母 ハイタッチクイーン 母母 オペラレディ 2戦1勝 賞金 6，900，000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 アオイラブリー号

00006 1月5日 曇 良 （3中山1） 第1日 第6競走 ��
��2，000�3歳1勝クラス

発走12時45分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

44 ワンデイモア 牡3黒鹿56 田辺 裕信江馬 由将氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 522＋ 42：01．3 20．7�
11 スペシャルドラマ 牡3鹿 56 丸山 元気大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 512＋242：01．4� 12．7�
33 スルーセブンシーズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 446＋202：01．5	 4．1�
811 サンズオブタイム 牡3黒鹿56 横山 典弘ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋142：01．81	 15．5�
22 レッドヴェロシティ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 544＋122：02．01
 20．9	
55 スパイラルノヴァ 牡3黒鹿56 藤岡 康太�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 474－ 42：02．1� 3．9

810 ハートオブアシティ 牡3青鹿56 松山 弘平吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 436＋ 62：02．31
 6．6�
67 ビップランバン 牡3黒鹿56 川田 将雅鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 468－ 62：02．4� 3．7�
78 フ ル ネ ー ズ 牡3鹿 56 横山 武史�G1レーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 510＋102：03．14 22．2
79 � バニシングポイント 牡3芦 56

55 ☆木幡 育也長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill
Farm, LLC B496－ 22：03．52� 20．8�

66 カガフラッシュ 牡3黒鹿56 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 466＋182：04．77 210．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 49，944，000円 複勝： 72，995，100円 枠連： 10，556，000円
馬連： 79，937，600円 馬単： 33，489，200円 ワイド： 67，796，200円
3連複： 109，517，900円 3連単： 138，953，000円 計： 563，189，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 560円 � 390円 � 190円 枠 連（1－4） 10，010円

馬 連 �� 9，100円 馬 単 �� 17，210円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 1，730円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 14，490円 3 連 単 ��� 131，000円

票 数

単勝票数 計 499440 的中 � 19211（7番人気）
複勝票数 計 729951 的中 � 28916（9番人気）� 45352（5番人気）� 124768（3番人気）
枠連票数 計 105560 的中 （1－4） 817（27番人気）
馬連票数 計 799376 的中 �� 6805（31番人気）
馬単票数 計 334892 的中 �� 1459（61番人気）
ワイド票数 計 677962 的中 �� 6910（31番人気）�� 10050（24番人気）�� 14791（15番人気）
3連複票数 計1095179 的中 ��� 5667（57番人気）
3連単票数 計1389530 的中 ��� 769（416番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―11．4―12．2―12．3―12．5―12．5―12．2―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―35．9―47．3―59．5―1：11．8―1：24．3―1：36．8―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
9，7，8－（5，11）－（1，6，10）－（3，2）4
9＝7，8－（5，11，10）（1，4）6（3，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワンデイモア �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2020．8．1 新潟8着

2018．3．25生 牡3黒鹿 母 メジロバーミューズ 母母 メジロエバート 3戦2勝 賞金 12，400，000円



00007 1月5日 曇 良 （3中山1） 第1日 第7競走 ��1，800�4歳以上2勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

12 テリオスベル 牝4黒鹿 54
51 ▲小林 凌大鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B436＋ 41：53．4 13．6�

510 フルデプスリーダー 牡4鹿 56 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 484＋ 61：53．5� 2．6�
815 アルーフクライ �7鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490－ 21：53．6� 11．4�
35 リッターシュラーク 牡4黒鹿56 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 496＋ 41：53．7� 7．8�
612� マイネルイヴィンス �5栗 57 西村 淳也永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B508± 01：55．08 18．9�
24 エピックスター �6鹿 57 横山 和生子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 446＋ 2 〃 クビ 28．5	
23 ショウナンマリオ 牡4黒鹿56 池添 謙一�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 492＋ 61：55．1クビ 4．2

611 ギガバッケン 牡6鹿 57 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B554－ 2 〃 クビ 50．3�
816� ア オ テ ン 牡8鹿 57 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 538＋34 〃 ハナ 245．6
714 ポートロイヤル �5黒鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472± 01：55．2� 28．2�
11 キャベンディッシュ 牡6栗 57

54 ▲原 優介本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 508－ 41：55．3� 120．1�
59 トレイントレイン 牡5黒鹿57 木幡 巧也�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B524＋161：55．4� 81．9�
47 テイエムチューハイ 牡7黒鹿57 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 B464－ 21：55．82� 8．3�
48 デ ィ ロ ス �6鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：56．54 51．9�
36 ドゥエルメス 牝5黒鹿 55

54 ☆菅原 明良大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 530± 01：57．45 331．2�
713	 コスモセイリュウ 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 494＋ 41：57．93 27．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，404，300円 複勝： 71，061，900円 枠連： 12，864，100円
馬連： 84，451，900円 馬単： 31，096，100円 ワイド： 71，967，300円
3連複： 126，784，900円 3連単： 132，874，700円 計： 566，505，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 330円 � 130円 � 250円 枠 連（1－5） 2，900円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 7，440円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，870円 �� 600円

3 連 複 ��� 7，990円 3 連 単 ��� 53，600円

票 数

単勝票数 計 354043 的中 � 20716（6番人気）
複勝票数 計 710619 的中 � 43361（6番人気）� 186669（1番人気）� 63249（5番人気）
枠連票数 計 128641 的中 （1－5） 3431（12番人気）
馬連票数 計 844519 的中 �� 23852（8番人気）
馬単票数 計 310961 的中 �� 3133（25番人気）
ワイド票数 計 719673 的中 �� 19531（9番人気）�� 9478（21番人気）�� 32207（5番人気）
3連複票数 計1267849 的中 ��� 11888（25番人気）
3連単票数 計1328747 的中 ��� 1797（162番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．7―12．8―12．0―12．3―12．6―12．6―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．0―49．8―1：01．8―1：14．1―1：26．7―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．3
1
3
2（10，13）（3，6，14）－7－5（9，12）－（15，11）16－8－4－1
2－（3，10）－13（5，14）7（15，6，9，12，8）－（16，4）11－1

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

テリオスベル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．20 福島10着

2017．4．18生 牝4黒鹿 母 アーリースプリング 母母 スプリングチケット 14戦3勝 賞金 25，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フリーフロー号

00008 1月5日 曇 良 （3中山1） 第1日 第8競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走13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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

611 カバジェーロ 牡4鹿 56 松山 弘平�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ B486－101：11．8 12．0�

35 コ パ シ ー ナ �4栗 56 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486－ 41：12．01� 6．6�
815 モズレジーナ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 442＋ 21：12．1� 4．7�
714 グラスボイジャー 牡5黒鹿57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B546＋14 〃 ハナ 28．7�
24 	 マリノエクスプレス 牝6黒鹿55 吉田 豊矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 462＋10 〃 クビ 96．9	
713 バ ク ハ ツ 牡6栗 57 西村 淳也�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム B510－ 61：12．2クビ 16．4

47 ハナブショウ 牝5鹿 55 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 456－ 6 〃 クビ 7．0�
36 
 ス イ 牝4鹿 54 和田 竜二吉田 和美氏 戸田 博文 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

482－ 61：12．3クビ 7．9�
816 オルクリスト 牡5鹿 57 大野 拓弥�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 490＋ 4 〃 クビ 5．8
12 	 ミフトゥーロ 牝6鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 478＋ 61：12．5� 14．9�
23 ケイアイピハ 牡4栗 56 北村 宏司 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 61：12．6� 17．6�
11 グローサーベア �4芦 56 横山 武史 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 ハナ 10．7�
59 グ ラ ス レ オ 牡6黒鹿57 丹内 祐次半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 512＋ 61：12．92 45．7�
510 ロマンスマジック 牝7栗 55 江田 照男�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 480± 0 〃 ハナ 88．8�
48 ウィンターリリー 牝5芦 55

53 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 ヒダカフアーム 458－ 41：13．0クビ 142．5�
612 サイモンミラベル 牝7栗 55

54 ☆菊沢 一樹澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 482－ 41：13．95 238．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，866，900円 複勝： 76，490，300円 枠連： 27，151，000円
馬連： 106，909，900円 馬単： 37，960，100円 ワイド： 91，707，800円
3連複： 168，273，000円 3連単： 172，589，300円 計： 726，948，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 450円 � 280円 � 210円 枠 連（3－6） 2，440円

馬 連 �� 4，200円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 1，330円 �� 740円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 42，400円

票 数

単勝票数 計 458669 的中 � 30426（7番人気）
複勝票数 計 764903 的中 � 39265（9番人気）� 72248（5番人気）� 107353（2番人気）
枠連票数 計 271510 的中 （3－6） 8601（10番人気）
馬連票数 計1069099 的中 �� 19724（19番人気）
馬単票数 計 379601 的中 �� 3729（34番人気）
ワイド票数 計 917078 的中 �� 11749（30番人気）�� 17598（17番人気）�� 33282（3番人気）
3連複票数 計1682730 的中 ��� 17868（17番人気）
3連単票数 計1725893 的中 ��� 2951（109番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．1―12．2―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―35．1―47．3―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カバジェーロ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．12．22 阪神1着

2017．4．28生 牡4鹿 母 ラ ベ 母母 クイーンリザーブ 8戦3勝 賞金 28，443，000円
〔制裁〕 サイモンミラベル号の騎手菊沢一樹は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11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。
（非抽選馬） 3頭 ケイアイターコイズ号・タツオウカランブ号・トッカータ号



00009 1月5日 曇 良 （3中山1） 第1日 第9競走 ��1，800�
しょうふく

招福ステークス
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，2．1．5以降2．12．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

611 サトノディード �6青鹿54 石川裕紀人 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋ 41：54．3 20．0�
11 ダンツエリーゼ 牝4青鹿52 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 520－ 61：54．4� 3．5�
815 キーフラッシュ 牡6栗 56 宮崎 北斗北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 488＋ 81：54．5� 6．8�
12 ブライトンロック 牡7黒鹿56 三浦 皇成坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 6 〃 クビ 15．4�
48 リフトトゥヘヴン 牡7鹿 54 水口 優也丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 アタマ 188．1�
714 キャンディスイート 牝5鹿 53 武藤 雅吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 ハナ 10．7	
612 エクリリストワール 牡5栗 56 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 532－ 41：54．81� 4．6

35 � ツブラナヒトミ 牡6栗 55 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 508± 0 〃 クビ 10．5�
816 メガオパールカフェ 牡10栗 51 藤田菜七子西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 B552＋ 41：54．9� 19．5�
24 オーケストラ �6鹿 57 横山 武史原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B494＋ 41：55．1� 5．8
59 メイショウササユリ 牝7黒鹿53 横山 和生松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 504－10 〃 ハナ 37．1�
713 アフターバーナー �7鹿 54 北村 宏司ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B520＋ 81：55．2� 54．1�
47 ワンダーウマス 牡7鹿 53 大野 拓弥山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 486－ 2 〃 クビ 65．3�
36 ロ ジ テ ィ ナ 牡6黒鹿53 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 556＋221：55．52 171．4�
23 リョウランヒーロー 牡7黒鹿54 菊沢 一樹佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 492＋161：56．02� 304．8�
510 ヴォカツィオーネ 牝7栗 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 460－241：56．63� 100．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，323，800円 複勝： 85，107，300円 枠連： 25，373，400円
馬連： 142，503，800円 馬単： 55，705，600円 ワイド： 105，555，600円
3連複： 210，221，000円 3連単： 227，119，400円 計： 907，909，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 1，370円 � 180円 � 250円 枠 連（1－6） 700円

馬 連 �� 13，470円 馬 単 �� 45，810円

ワ イ ド �� 4，730円 �� 5，310円 �� 670円

3 連 複 ��� 26，880円 3 連 単 ��� 336，040円

票 数

単勝票数 計 563238 的中 � 22519（9番人気）
複勝票数 計 851073 的中 � 12342（12番人気）� 147726（2番人気）� 90859（4番人気）
枠連票数 計 253734 的中 （1－6） 27891（2番人気）
馬連票数 計1425038 的中 �� 8197（29番人気）
馬単票数 計 557056 的中 �� 912（99番人気）
ワイド票数 計1055556 的中 �� 5553（40番人気）�� 4942（48番人気）�� 43062（4番人気）
3連複票数 計2102210 的中 ��� 5865（76番人気）
3連単票数 計2271194 的中 ��� 490（749番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．3―13．4―12．4―12．3―12．6―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．3―51．7―1：04．1―1：16．4―1：29．0―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．9
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

サトノディード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー 2018．1．14 中京16着

2015．4．22生 �6青鹿 母 ゴジップガール 母母 Temperence Gift 13戦4勝 賞金 48，870，000円
〔発走状況〕 ヴォカツィオーネ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アヴァンセ号・エターナルヴィテス号・エンダウメント号・カナシバリ号・グラスブルース号・

サクラルーフェン号・サンライズセナ号・シベリウス号・タガノボンバー号・トランスナショナル号・
マイネルカイノン号・マスターコード号・メダリオンモチーフ号・ライジングドラゴン号・ラストマン号・
レッドシルヴァーナ号

00010 1月5日 曇 良 （3中山1） 第1日 第10競走 ��
��1，600�ジュニアカップ（Ｌ）

発走15時00分 （芝・右・外）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，200万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

55 ヴェイルネビュラ 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 494＋101：36．0 3．1�
68 ジャンカズマ 牡3鹿 56 横山 典弘合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 460± 01：36．1	 4．2�
11 
 ビゾンテノブファロ 牡3鹿 56 原 優介ニューマレコード� 小桧山 悟 新ひだか レースホース牧場 480＋ 81：36．2	 22．1�
67 ヒストリアノワール 牡3黒鹿56 横山 武史 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 438＋101：36．3クビ 6．9�
33 トーホウボルツ 牡3黒鹿56 北村 宏司東豊物産� 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 468＋ 8 〃 アタマ 15．1	
44 ヴィルヘルム 牡3青鹿56 松山 弘平 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋121：36．41 3．2

79 ピクトルテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 船越牧場 482－ 21：36．5アタマ 19．9�
22 
 トーセンウォーリア 牡3鹿 56 横山 和生島川 �哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 ハナ 23．3
811 サクセスエース 牡3栗 56 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 482－ 21：36．81	 76．2�
710
 トーセンジャック 牡3青鹿56 原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 498－ 41：37．01� 316．2�
812� ア ス カ ロ ン 牡3鹿 56 丸山 元気小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family

Stables, LLC 482＋121：37．21 65．6�
56 
 モリデンアロー 牡3黒鹿56 山田 敬士森田 芳男氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 488± 01：37．3 201．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，212，000円 複勝： 71，194，800円 枠連： 25，340，800円
馬連： 140，651，200円 馬単： 66，037，200円 ワイド： 87，979，600円
3連複： 194，562，400円 3連単： 309，541，900円 計： 951，519，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 340円 枠 連（5－6） 400円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 290円 �� 850円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 12，380円

票 数

単勝票数 計 562120 的中 � 144392（1番人気）
複勝票数 計 711948 的中 � 168887（1番人気）� 134081（3番人気）� 37472（6番人気）
枠連票数 計 253408 的中 （5－6） 48857（1番人気）
馬連票数 計1406512 的中 �� 166244（2番人気）
馬単票数 計 660372 的中 �� 40670（3番人気）
ワイド票数 計 879796 的中 �� 86963（2番人気）�� 24446（13番人気）�� 28229（11番人気）
3連複票数 計1945624 的中 ��� 40521（14番人気）
3連単票数 計3095419 的中 ��� 18126（41番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．4―12．6―12．7―12．3―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．2―47．8―1：00．5―1：12．8―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ヴェイルネビュラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．8．16 新潟1着

2018．2．18生 牡3鹿 母 リングネブラ 母母 ユーアンミー 3戦2勝 賞金 28，269，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



00011 1月5日 曇 良 （3中山1） 第1日 第11競走 ��
��2，000�第70回日刊スポーツ賞中山金杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右）
4歳以上，2．1．5以降2．12．27まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

59 ヒシイグアス 牡5青鹿54 松山 弘平阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：00．9 3．1�
23 ココロノトウダイ 牡4鹿 53 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 528＋10 〃 クビ 11．4�
816 ウインイクシード 牡7黒鹿56 戸崎 圭太�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 498± 02：01．21� 30．7�
612 ロ ザ ム ー ル 牝5栗 52 北村 宏司栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 502＋ 82：01．41 56．3�
510 アールスター 牡6鹿 56 長岡 禎仁 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 若林牧場 508＋ 4 〃 アタマ 34．2�
12 テリトーリアル 牡7栗 56．5 石川裕紀人ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 0 〃 クビ 9．5	
713 シークレットラン 牡5鹿 54 横山 武史亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：01．61� 16．0

11 ロードクエスト 牡8鹿 56 西村 淳也 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 466＋ 42：01．7クビ 134．0�
47 	 マウントゴールド 牡8鹿 56 内田 博幸青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 ハナ 116．7�
817 バイオスパーク 牡6黒鹿57 池添 謙一宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 478＋ 62：01．8クビ 20．5
36 カ デ ナ 牡7鹿 58 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 480＋ 2 〃 アタマ 13．5�
714 ヴァンケドミンゴ 牡5鹿 56 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 472＋ 4 〃 同着 10．9�
35 ショウナンバルディ 牡5黒鹿54 津村 明秀国本 哲秀氏 松下 武士 日高 木村牧場 444－ 22：01．9� 20．4�
611 ディープボンド 牡4青鹿56 和田 竜二前田 晋二氏 大久保龍志 新冠 村田牧場 492＋ 82：02．0� 4．3�
48 リュヌルージュ 牝6鹿 52 中井 裕二窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 468－102：02．1� 30．8�
24 マイネルサーパス 牡5黒鹿56．5 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B484＋ 22：02．31� 119．4�
815
 ダーリントンホール 牡4鹿 55 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning

Bloodstock Ltd 536＋162：03．68 21．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 255，231，000円 複勝： 379，830，700円 枠連： 219，869，600円
馬連： 1，141，383，700円 馬単： 329，757，900円 ワイド： 665，350，700円
3連複： 1，980，291，800円 3連単： 2，223，416，800円 計： 7，195，132，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 310円 � 610円 枠 連（2－5） 2，000円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，850円 �� 5，560円

3 連 複 ��� 18，300円 3 連 単 ��� 64，390円

票 数

単勝票数 計2552310 的中 � 652182（1番人気）
複勝票数 計3798307 的中 � 810199（1番人気）� 289746（5番人気）� 128728（10番人気）
枠連票数 計2198696 的中 （2－5） 85073（10番人気）
馬連票数 計11413837 的中 �� 472962（3番人気）
馬単票数 計3297579 的中 �� 89551（4番人気）
ワイド票数 計6653507 的中 �� 220318（4番人気）�� 91633（24番人気）�� 29693（66番人気）
3連複票数 計19802918 的中 ��� 81150（62番人気）
3連単票数 計22234168 的中 ��� 25031（182番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―13．1―12．4―12．6―12．1―11．8―11．5―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―37．0―49．4―1：02．0―1：14．1―1：25．9―1：37．4―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3
12，16（2，14）（8，9，17）（3，15）（5，11）4－10（7，13）－1，6・（12，16）（2，14）（8，9，17）3（5，11，15）4（10，13，1）7，6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒシイグアス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bernstein デビュー 2018．11．25 東京2着

2016．1．22生 牡5青鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 10戦5勝 賞金 109，224，000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 コスモカレンドゥラ号・ナイママ号・マイネルファンロン号・ミラアイトーン号

00012 1月5日 曇 良 （3中山1） 第1日 第12競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・右）
負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

813 レオンドーロ 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B490＋ 21：51．0 4．7�
812� ブルーエクセレンス 牡5青鹿57 戸崎 圭太ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 21：51．1	 5．3�
44 ダディーズマインド 牡5鹿 57 丸山 元気田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 490＋ 61：51．2アタマ 3．6�
57 ヴィクターバローズ 牡4鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B486± 0 〃 アタマ 3．5�
710 ハローユニコーン 牝7鹿 55 田辺 裕信 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 村下 明博 472－ 41：51．3	 13．6	
711 シャドウセッション �5鹿 57 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 530＋ 2 〃 アタマ 46．3

33 トミケンボハテル 牡7芦 57 吉田 豊冨樫 賢二氏 古賀 史生 日高 藤本ファーム 496＋ 4 〃 アタマ 26．5�
45 ショワドゥロワ 牡7黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520± 01：51．51� 51．0�
68 ダイワギャバン 牡6鹿 57

56 ☆菊沢 一樹大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486＋141：51．71	 30．4
69  アーチキング �8鹿 57 横山 武史 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 526＋ 61：51．8アタマ 22．6�
22 ラ ン パ ク 牡6芦 57

56 ☆菅原 明良一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 498－ 41：51．9	 43．8�
11 デルマウオッカ 牡6鹿 57

55 ◇藤田菜七子浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 514＋ 61：52．11� 86．2�
56 シ ャ チ 牡4鹿 56

54 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 470＋101：52．2� 28．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 75，521，800円 複勝： 107，724，700円 枠連： 44，625，900円
馬連： 212，633，500円 馬単： 80，552，900円 ワイド： 149，890，700円
3連複： 299，482，500円 3連単： 391，400，600円 計： 1，361，832，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 140円 � 150円 � 150円 枠 連（8－8） 910円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 320円 �� 360円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 7，030円

票 数

単勝票数 計 755218 的中 � 127528（3番人気）
複勝票数 計1077247 的中 � 202072（1番人気）� 177627（3番人気）� 175400（4番人気）
枠連票数 計 446259 的中 （8－8） 37745（4番人気）
馬連票数 計2126335 的中 �� 176138（2番人気）
馬単票数 計 805529 的中 �� 31283（8番人気）
ワイド票数 計1498907 的中 �� 121766（1番人気）�� 106878（2番人気）�� 97470（5番人気）
3連複票数 計2994825 的中 ��� 203909（1番人気）
3連単票数 計3914006 的中 ��� 40347（13番人気）

ハロンタイム 12．4―13．1―12．8―13．2―12．5―12．3―11．3―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―25．5―38．3―51．5―1：04．0―1：16．3―1：27．6―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7
1
3
3，7，4（6，13）（1，5）12，2，11，8，10，9
3（7，13）4（5，12）（6，11，9）10（1，2）8

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

勝馬の
紹 介

レオンドーロ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．8．11 新潟4着

2016．5．30生 牝5黒鹿 母 コスモルーシー 母母 ジュリアクイーン 23戦3勝 賞金 66，421，000円
〔制裁〕 ダディーズマインド号の騎手丸山元気は，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：13番）

ダディーズマインド号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

４レース目



（3中山1）第1日 1月5日（火曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

281，550，000円
3，020，000円
29，990，000円
1，720，000円
34，240，000円
76，468，500円
5，101，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
754，962，300円
1，186，832，700円
427，119，800円
2，244，562，900円
794，756，300円
1，535，692，000円
3，619，878，800円
4，234，822，600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 14，798，627，400円

総入場人員 2，607名 （有料入場人員 2，395名）
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