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00037 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4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

815 トップヴィヴィット 牡3栗 56 横山 典弘紅露 純氏 中川 公成 新冠 細川農場 498＋ 61：13．2 1．5�
714 ア イ ス マ ン 牡3芦 56 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 456＋101：13．41 8．8�
612 シゲルヒラトリ 牡3栗 56 三浦 皇成森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 478＋101：13．72 6．9�
510 アイリーライフ 牝3鹿 54 横山 武史 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 下河辺牧場 450－ 81：14．33� 10．3�
24 カ ラ ハ リ �3鹿 56 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 大栄牧場 432＋ 41：14．4� 56．6�
59 グランディス 牡3鹿 56 田辺 裕信石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 468＋ 61：14．5クビ 37．1	
47 アームストロング 牡3黒鹿56 内田 博幸塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 B502＋20 〃 クビ 34．2

816 キッズリッカリッカ 牝3黒鹿54 木幡 巧也瀬谷 �雄氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 510＋ 61：14．7� 30．0�
35 スイートナイト 牝3栗 54 杉原 誠人ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 452－ 2 〃 ハナ 33．8�
48 ヒカルマドンナ 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹安蒜 一修氏 柄崎 孝 新冠 佐藤牧場 424＋ 4 〃 クビ 304．3�
713 ダイヤモンドカーク 牝3栗 54 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 浦河 鵜木 唯義 434－ 41：15．12� 377．6�
12 ホウオウツインクル 牝3栗 54 津村 明秀小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 21：15．41� 27．8�
611 ヴィグルズマン 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹梶本 尚嗣氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B452＋101：15．61� 171．2�
23 ニシノメタル 牡3黒鹿56 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 西村牧場 428－ 61：15．81� 40．2�
36 レッティングゴー 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新ひだか 高橋 修 472＋ 61：16．11� 60．4�
11 テリオスハート 牝3鹿 54 戸崎 圭太鈴木美江子氏 田島 俊明 日高 シンボリ牧場 426＋ 61：16．84 32．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，716，600円 複勝： 154，945，300円 枠連： 15，970，500円
馬連： 82，128，300円 馬単： 42，553，700円 ワイド： 83，454，900円
3連複： 148，473，800円 3連単： 175，665，500円 計： 746，908，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（7－8） 460円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 180円 �� 500円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 2，170円

票 数

単勝票数 計 437166 的中 � 224271（1番人気）
複勝票数 計1549453 的中 � 1096543（1番人気）� 87646（3番人気）� 117929（2番人気）
枠連票数 計 159705 的中 （7－8） 26476（2番人気）
馬連票数 計 821283 的中 �� 133071（2番人気）
馬単票数 計 425537 的中 �� 46438（2番人気）
ワイド票数 計 834549 的中 �� 105481（2番人気）�� 132394（1番人気）�� 33731（5番人気）
3連複票数 計1484738 的中 ��� 148497（1番人気）
3連単票数 計1756655 的中 ��� 58599（2番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―12．0―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．9―47．6―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．3
3 ・（15，14）（10，16）（9，7）（2，5，12）1，13（3，4）（6，8，11） 4 15，14（10，16）7（2，9）12，5（1，13）－4（6，8，11）3

勝馬の
紹 介

トップヴィヴィット �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Aragorn デビュー 2020．11．21 東京2着

2018．4．6生 牡3栗 母 レッドマロン 母母 シーズガットゲイム 3戦1勝 賞金 9，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アラカザーム号・ヴォンタリエール号・チャーチャンテン号・ノーマロエア号・フェーバーラッシュ号・

フォトンストリーム号・ブーケオブアイリス号・モンギンゴー号・リカバリーショット号

00038 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

816 ペイシャオウユー 牝3栗 54 戸崎 圭太北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 460＋ 41：57．3 3．3�
510 スティルライフ 牝3黒鹿54 丸田 恭介藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 456＋ 41：57．4クビ 13．8�
714 キアヌマウナ 牝3鹿 54 黛 弘人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 504－ 4 〃 アタマ 109．6�
48 オーケーパッション 牝3鹿 54 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 酒井牧場 466± 01：58．35 19．0�
713 ペイシャクェーサー 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 462－ 61：58．4クビ 23．6�
611 スマイルヴィヴァン 牝3鹿 54 大野 拓弥ディアレストクラブ	 高木 登 日高 浜本牧場 422± 01：59．14 5．7

612 ゼンダンツバキ 牝3黒鹿54 横山 和生渡邊 善男氏 勢司 和浩 新冠 カミイスタット 456－ 41：59．31� 129．9�
59 ゲームアプレット 牝3芦 54 嶋田 純次薗部 博之氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 454± 01：59．4クビ 282．0�
47 ショウナンナビ 牝3栗 54 池添 謙一国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 天羽牧場 506＋ 21：59．5� 7．2
36 ウィンドスピナー 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹 �社台レースホース稲垣 幸雄 千歳 社台ファーム 422－ 2 〃 ハナ 139．8�
24 ス ニ ッ プ 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新大野 富生氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：00．03 87．5�
23 ノーティーガール 牝3栗 54 田辺 裕信藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 白井牧場 474＋ 42：00．31� 3．2�
35 サ ン ギ ネ ア 牝3青 54

51 ▲小林 凌大吉田 勝己氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 422－ 62：01．57 87．0�
11 ヤマニンデンファレ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 458± 02：01．92 11．1�
815 ヤマタケヴォランテ 牝3栗 54

51 ▲原 優介山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか チャンピオンズファーム 432＋162：04．5大差 40．8�
12 キタノワカクモ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 高村牧場 446－ 62：04．6クビ 406．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，658，900円 複勝： 64，710，100円 枠連： 13，028，900円
馬連： 86，107，000円 馬単： 34，578，000円 ワイド： 72，267，900円
3連複： 129，394，000円 3連単： 134，283，800円 計： 580，028，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 190円 � 400円 � 2，330円 枠 連（5－8） 2，460円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 690円 �� 5，030円 �� 16，450円

3 連 複 ��� 58，250円 3 連 単 ��� 173，230円

票 数

単勝票数 計 456589 的中 � 109088（2番人気）
複勝票数 計 647101 的中 � 112515（2番人気）� 39957（6番人気）� 5782（12番人気）
枠連票数 計 130289 的中 （5－8） 4104（11番人気）
馬連票数 計 861070 的中 �� 32465（9番人気）
馬単票数 計 345780 的中 �� 7563（13番人気）
ワイド票数 計 722679 的中 �� 28988（7番人気）�� 3593（35番人気）�� 1087（63番人気）
3連複票数 計1293940 的中 ��� 1666（109番人気）
3連単票数 計1342838 的中 ��� 562（398番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．6―12．9―13．3―13．0―13．5―13．7―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．9―49．8―1：03．1―1：16．1―1：29．6―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．2―3F41．2
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ペイシャオウユー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Consolidator デビュー 2020．10．18 新潟5着

2018．5．6生 牝3栗 母 リアルアーネスト 母母 Primo Lady 5戦1勝 賞金 8，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマタケヴォランテ号・キタノワカクモ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

2月11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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エターナルルビー号
（非抽選馬） 2頭 ビギニング号・フリーダムライター号

第１回 中山競馬 第４日



00039 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10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
1：48．5
1：47．6

重
重

24 タイセイスラッガー 牡3鹿 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム 526＋ 21：56．8 2．3�
816 コスモコラッジョ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 486－ 21：57．01� 26．2�
47 シゲルバクハツ 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 41：57．31� 8．9�
510 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 492＋ 41：57．62 4．5�
35 エンシェントアイル 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 550± 0 〃 クビ 5．4�
714 ホウオウリアリティ 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 21：58．12� 5．7	
611 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿56 田中 勝春竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 502± 0 〃 アタマ 177．9

713 タンジェントアーク 牡3黒鹿 56

55 ☆斎藤 新大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 444＋ 61：58．2� 168．5�

59 ラヴォラーレ 牡3鹿 56 横山 和生 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 510＋161：58．62� 31．8
48 カフェアヴニール 牡3青鹿56 北村 宏司西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 464± 01：58．7クビ 109．6�
815 ケイツーディナール 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 520－ 41：59．12� 120．7�
36 ス ペ ッ ク 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹和田 正巳氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 458＋ 6 〃 アタマ 428．2�
23 ウインクラリティ 牡3黒鹿56 津村 明秀�ウイン 宗像 義忠 登別 登別上水牧場 450± 01：59．52 87．3�
12 ウルトラヨウコ 牝3黒鹿54 野中悠太郎河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 460± 01：59．71� 72．5�
612 ヒ ロ ヘ ヴ ン 牡3鹿 56 原田 和真天堀 忠博氏 伊藤 大士 新ひだか 飯岡牧場 540－ 41：59．8� 416．6�
11 アトラスエース 牡3鹿 56 宮崎 北斗柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 桑嶋 峰雄 B476± 02：03．4大差 256．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，021，400円 複勝： 97，334，000円 枠連： 13，629，600円
馬連： 85，813，100円 馬単： 41，771，600円 ワイド： 79，823，700円
3連複： 134，254，600円 3連単： 165，340，700円 計： 675，988，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 380円 � 200円 枠 連（2－8） 1，660円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 640円 �� 310円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 14，710円

票 数

単勝票数 計 580214 的中 � 197324（1番人気）
複勝票数 計 973340 的中 � 356041（1番人気）� 41884（6番人気）� 101216（5番人気）
枠連票数 計 136296 的中 （2－8） 6354（6番人気）
馬連票数 計 858131 的中 �� 33334（9番人気）
馬単票数 計 417716 的中 �� 10833（11番人気）
ワイド票数 計 798237 的中 �� 30965（8番人気）�� 74392（4番人気）�� 14630（14番人気）
3連複票数 計1342546 的中 ��� 28457（12番人気）
3連単票数 計1653407 的中 ��� 8144（44番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―13．0―13．1―13．0―13．3―12．6―12．8―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．8―50．9―1：03．9―1：17．2―1：29．8―1：42．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．6
1
3
1－4，8（3，9，16）10，12，2，11，5（6，15）13（7，14）・（4，8）（1，16）12，3（10，5）9，11（7，15）2（13，14）6

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

勝馬の
紹 介

タイセイスラッガー �
�
父 タイセイレジェンド �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．11．28 東京2着

2018．3．9生 牡3鹿 母 ベネフィット 母母 ルークラティブ 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走状況〕 エンシェントアイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エンシェントアイル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アトラスエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月11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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ウインジュノー号・ケイティローズ号・シルバーライニング号・ネモスフィレオ号・ノーザンピーク号・

フレンドジェイ号・ペイシャスカイ号・マイネルキャラバン号・ヤエノリバー号
（非抽選馬） 3頭 エクレウステソーロ号・チェリーピッキング号・ライントリガー号

00040 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4日 第4競走 1，200�3歳新馬
発走11時25分 （ダート・右）

牝；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
1：08．5
1：08．5

重
重

510 ジュンダイハード 牝3芦 54 田辺 裕信河合 純二氏 中舘 英二 新冠 川上牧場 458 ―1：14．6 15．8�
12 ミヤコノアカリ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田都枝江氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 430 ―1：14．81� 4．0�
35 ニースバローズ 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新猪熊 広次氏 斎藤 誠 浦河 杵臼牧場 406 ―1：14．9クビ 18．3�
713 アウリッシュ 牝3黒鹿54 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ―1：15．43 2．2�
11 シンシアハート 牝3芦 54

51 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 高山牧場 422 ―1：15．82� 6．6�

24 ア ラ メ ア 牝3鹿 54 武藤 雅落合 幸弘氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 450 ―1：16．22 29．5	

23 ララショコラ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大フジイ興産� 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 398 ― 〃 クビ 145．1


（法942）

48 サンマルアン 牝3栗 54 藤井勘一郎相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 416 ― 〃 ハナ 161．9�
815 エミーブリッツ 牝3栗 54 原田 和真今井 優氏 小桧山 悟 日高 クリアファーム 416 ―1：16．41� 314．3�
612 アイアンランナー 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか グローリーファーム 500 ―1：16．5� 70．6
611 ア メ チ ャ ン 牝3鹿 54 勝浦 正樹大冨 智弘氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 390 ―1：16．81� 78．8�
816 プライベートカラー 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 �三石川上牧場 竹内 正洋 新ひだか 三石川上牧場 456 ―1：17．75 8．1�
59 ハッピーホリデイズ 牝3青鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 新冠 村上 進治 434 ―1：17．91� 14．4�
47 イッツアメイジング 牝3鹿 54 横山 和生田邉 幸則氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：19．510 83．8�
36 オ ハ ギ 牝3芦 54

51 ▲原 優介岩﨑 伸道氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 368 ―1：22．6大差 74．6�
714 ロマンスガール 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗横瀬 兼二氏 土田 稔 日高 荒井ファーム 446 ― （競走中止） 306．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，699，100円 複勝： 52，400，100円 枠連： 18，087，700円
馬連： 61，870，900円 馬単： 30，851，800円 ワイド： 52，978，300円
3連複： 85，091，300円 3連単： 106，787，500円 計： 451，766，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 380円 � 180円 � 440円 枠 連（1－5） 880円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 8，850円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 2，880円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 11，410円 3 連 単 ��� 93，610円

票 数

単勝票数 計 436991 的中 � 22019（6番人気）
複勝票数 計 524001 的中 � 32968（6番人気）� 90566（2番人気）� 27580（7番人気）
枠連票数 計 180877 的中 （1－5） 15834（3番人気）
馬連票数 計 618709 的中 �� 13351（13番人気）
馬単票数 計 308518 的中 �� 2613（28番人気）
ワイド票数 計 529783 的中 �� 10716（15番人気）�� 4626（27番人気）�� 12559（12番人気）
3連複票数 計 850913 的中 ��� 5591（35番人気）
3連単票数 計1067875 的中 ��� 827（240番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―12．4―13．1―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．8―48．9―1：01．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュンダイハード �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 Singspiel 初出走

2018．2．9生 牝3芦 母 ニシノプルメリア 母母 ニシノムーンライト 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 ロマンスガール号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オハギ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月11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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 キタノハードウェイ号・グレナディエ号・サイモンシナモン号・セラダエストレーラ号・ドーニングスカイ号・

ノボインパクト号・ピロコレーヌ号・フェスティヴポン号・フォルトゥナータ号・フクネン号・プリオールトップ号・
ブレイキンルース号



00041 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

714 エイシンチラー 牝3鹿 54 横山 和生�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 468－ 21：35．2 18．8�
24 ウインシャーロット 牝3鹿 54 石川裕紀人�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 488± 01：35．41� 8．2�
11 アオイカツマ 牡3鹿 56 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 472＋ 41：35．71� 13．9�
713 ラインプリンス 牡3鹿 56 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 482± 0 〃 クビ 6．7�
510 ブ レ リ ア 牝3青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 452＋181：35．8クビ 125．5�

59 マオノジーナス 牝3青鹿54 田辺 裕信湯浅 健司氏 黒岩 陽一 日高 長谷川牧場 444＋ 21：35．9クビ 7．3	
816 ウェイオブライト 牡3芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 81：36．0� 23．0

47 ジェミニテソーロ 牡3黒鹿56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 矢野牧場 478＋ 4 〃 ハナ 8．3�
611� バラードインミラノ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 伊

Colombo Carlo and Rz
Vedano Di Litta Modig-
nani Picozzi Alfonso

424＋ 41：36．1� 2．9
12 � コスモカルティエ 牡3栗 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 愛 Redpender

Stud Ltd 460＋10 〃 ハナ 49．3�
48 スバラシイヒビ 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 木田牧場 468－ 2 〃 同着 19．5�
35 トーセンポラリス 牡3黒鹿56 石橋 脩島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 482＋ 61：36．31� 13．5�
36 コスモセレナ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新ひだか タツヤファーム 474± 01：36．51� 137．4�
815 ピアチェーレ 牝3鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 434－ 81：36．81� 60．8�
23 グランエース 牡3鹿 56 野中悠太郎平川 浩之氏 粕谷 昌央 浦河 岡本 昌市 420± 01：37．12 431．5�
612� クインズムーン 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 中川 公成 愛 Littlejohn

Bloodstock Ltd 444＋ 2 〃 アタマ 28．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，224，800円 複勝： 109，819，200円 枠連： 20，385，700円
馬連： 107，448，100円 馬単： 42，748，400円 ワイド： 108，265，800円
3連複： 174，780，900円 3連単： 161，130，500円 計： 783，803，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 510円 � 340円 � 480円 枠 連（2－7） 970円

馬 連 �� 6，420円 馬 単 �� 14，590円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 2，980円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 23，130円 3 連 単 ��� 129，080円

票 数

単勝票数 計 592248 的中 � 25174（8番人気）
複勝票数 計1098192 的中 � 54809（8番人気）� 89687（5番人気）� 58392（7番人気）
枠連票数 計 203857 的中 （2－7） 16153（3番人気）
馬連票数 計1074481 的中 �� 12952（26番人気）
馬単票数 計 427484 的中 �� 2197（58番人気）
ワイド票数 計1082658 的中 �� 13072（30番人気）�� 9249（35番人気）�� 18293（18番人気）
3連複票数 計1747809 的中 ��� 5667（84番人気）
3連単票数 計1611305 的中 ��� 905（463番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．9―12．1―12．2―12．2―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．6―35．5―47．6―59．8―1：12．0―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

エイシンチラー �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．12．12 中山2着

2018．5．4生 牝3鹿 母 エーシンサーフィン 母母 エイシンサンサン 2戦1勝 賞金 7，900，000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 フェミニンルック号

00042 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4日 第6競走 1，800�3歳新馬
発走12時45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

810 トミケンベレムド 牡3栗 56 野中悠太郎冨樫 賢二氏 小西 一男 新ひだか 川端 英幸 528 ―2：01．9 16．5�
55 ヤギリエール 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大内田ヤエ子氏 小西 一男 新ひだか 桑嶋 峰雄 454 ―2：02．32� 97．7�
44 クープドゥフランス 牡3青鹿56 大野 拓弥渡邊 隆氏 土田 稔 白老 習志野牧場 486 ―2：02．51� 38．2�
11 リトルカプリース 牝3青 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 424 ―2：02．6クビ 1．5�
22 ヤマニンエステル 牡3青鹿56 戸崎 圭太土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 478 ―2：02．7� 7．4�
89 セイカスタディオン �3芦 56

53 ▲秋山 稔樹久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 482 ―2：03．01� 7．7�
78 コスモリカバリー 牡3芦 56 宮崎 北斗 	ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 514 ―2：03．1� 16．3

33 マイネルサンライト 牡3黒鹿56 井上 敏樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 456 ―2：05．7大差 33．9�
77 ミ ソ ラ イ ロ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子	ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか グローリーファーム 484 ―2：05．91 10．3
66 ウェブスター 牡3鹿 56 丸山 元気 	シルクレーシング 高柳 瑞樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524 ―2：06．0� 14．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，947，000円 複勝： 117，177，500円 枠連： 10，322，000円
馬連： 58，723，600円 馬単： 40，128，200円 ワイド： 50，235，600円
3連複： 80，191，400円 3連単： 175，068，200円 計： 581，793，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 770円 � 4，980円 � 1，610円 枠 連（5－8） 10，380円

馬 連 �� 29，470円 馬 単 �� 73，220円

ワ イ ド �� 4，580円 �� 3，830円 �� 13，960円

3 連 複 ��� 130，740円 3 連 単 ��� 1，153，850円

票 数

単勝票数 計 499470 的中 � 24072（7番人気）
複勝票数 計1171775 的中 � 42284（5番人気）� 6007（10番人気）� 19226（8番人気）
枠連票数 計 103220 的中 （5－8） 770（21番人気）
馬連票数 計 587236 的中 �� 1544（41番人気）
馬単票数 計 401282 的中 �� 411（77番人気）
ワイド票数 計 502356 的中 �� 2835（36番人気）�� 3407（33番人気）�� 921（44番人気）
3連複票数 計 801914 的中 ��� 460（116番人気）
3連単票数 計1750682 的中 ��� 110（666番人気）

ハロンタイム 13．4―13．8―15．0―14．9―14．0―12．8―12．6―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―27．2―42．2―57．1―1：11．1―1：23．9―1：36．5―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンベレムド �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2018．4．12生 牡3栗 母 エーシンシルビア 母母 エイシンサンサン 1戦1勝 賞金 6，000，000円



00043 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4日 第7競走 ��1，800�4歳以上1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 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

816 オンリーワンボーイ 牡4青鹿56 横山 武史金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B460＋ 41：54．6 3．5�
510 ブレッシングレイン 牡4鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか チャンピオンズファーム 508－ 41：55．66 4．3�
48 サトノワールド 牡4鹿 56 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528＋ 41：55．81� 2．9�
24 ハイエストエンド �4栗 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 494－ 2 〃 ハナ 28．1�
713 フォーチュネイト �4鹿 56 武士沢友治小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 438＋ 21：55．9� 34．3	
59 ヒ ロ キ ン グ 牡4鹿 56 内田 博幸澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 武田 修一 506＋ 41：56．0クビ 24．4

47 マイネルイリャルギ 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 520＋ 81：56．1� 9．7�
36 	 グーガルドリームズ �4黒鹿56 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako

Fujita 490－ 41：56．2� 45．3�
11 クリノクーニング 牡6鹿 57

54 ▲秋山 稔樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 468± 01：56．3クビ 21．6
12 ジョイナイト 牡5鹿 57 横山 和生西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 526＋ 81：56．4� 16．4�
714
 ヒロノワカムシャ �7黒鹿57 丸田 恭介小野 博郷氏 石栗 龍彦 日高 ファーミングヤナキタ 500＋161：56．72 250．9�
23 シンクロゲイザー 牡4黒鹿 56

55 ☆菅原 明良松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 450＋ 8 〃 クビ 254．4�
611 メ ン デ ィ 牡5鹿 57 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 534＋181：57．76 45．9�
612 ユキノヴェルデ 牡5鹿 57 江田 照男井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 506－ 81：57．91� 87．3�
815
 ノーブルクロノス 牡5栗 57 野中悠太郎吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 飛野牧場 544＋ 81：58．11� 116．0�
35 
 タイキワンダラス 牡4青鹿 56

53 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 468＋122：02．3大差 205．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，032，600円 複勝： 74，297，400円 枠連： 18，661，600円
馬連： 93，760，000円 馬単： 35，546，700円 ワイド： 78，412，400円
3連複： 136，675，400円 3連単： 157，572，700円 計： 646，958，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 150円 � 130円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 450円 �� 280円 �� 280円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 520326 的中 � 117056（2番人気）
複勝票数 計 742974 的中 � 138283（2番人気）� 111270（3番人気）� 170467（1番人気）
枠連票数 計 186616 的中 （5－8） 21811（3番人気）
馬連票数 計 937600 的中 �� 73407（3番人気）
馬単票数 計 355467 的中 �� 13014（6番人気）
ワイド票数 計 784124 的中 �� 40844（5番人気）�� 75641（1番人気）�� 72605（2番人気）
3連複票数 計1366754 的中 ��� 103880（1番人気）
3連単票数 計1575727 的中 ��� 26169（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．1―49．9―1：02．7―1：15．5―1：28．2―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．1
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オンリーワンボーイ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．8．31 新潟10着

2017．2．16生 牡4青鹿 母 ペイデュソレイユ 母母 シャイニンググラス 13戦2勝 賞金 20，060，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイキワンダラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月11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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グラファイト号・プラチナポセイドン号

00044 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4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

36 スーパーアキラ 牡6栗 57 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B524＋ 61：12．0 3．1�
816� 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 B454＋ 6 〃 クビ 90．2�
611 ココロノイコロ 牡6黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 448＋ 21：12．1クビ 50．8�
48 ピ ナ ク ル ズ �8黒鹿 57

54 ▲秋山 稔樹ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 518＋ 61：12．2� 144．0�
612 メタルスパーク 牡4芦 56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 502± 0 〃 � 10．8�
24 スズカゴーディー 牡7黒鹿57 勝浦 正樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B496＋ 61：12．3� 18．7	
47 シャインカメリア 牝6芦 55 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 480± 01：12．4クビ 24．1

510� スズノフブキ �7鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 486＋ 2 〃 クビ 27．9�
815 ブ ー ザ ー 牡5青鹿57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B512＋14 〃 クビ 13．7�
12 ショーテンシ 牝5鹿 55 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 486± 01：12．82� 6．8
59 シルバーストーン 牡7芦 57 内田 博幸峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 518± 01：12．9クビ 29．0�
23 � プレストレジェーロ 牝4鹿 54

51 ▲小林 凌大米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 小倉 光博 458＋ 4 〃 ハナ 284．4�
713 アキノスマート 牡4鹿 56 横山 典弘穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 516＋181：13．0� 3．2�
714 ソ ラ ン 牡4黒鹿 56

55 ☆斎藤 新鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 B540＋ 81：13．42� 20．2�
35 	 パリテソーロ 牝5黒鹿 55

54 ☆菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 米

A. Bayle, C.
Bigheart, S.
Gross et al

444＋14 〃 クビ 101．4�
11 キ タ イ 牝5鹿 55 田辺 裕信西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 524＋141：14．46 22．8�
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売 得 金
単勝： 68，340，000円 複勝： 93，070，500円 枠連： 22，481，500円
馬連： 130，511，000円 馬単： 50，957，900円 ワイド： 113，878，000円
3連複： 200，097，600円 3連単： 217，461，300円 計： 896，797，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 1，480円 � 900円 枠 連（3－8） 2，000円

馬 連 �� 19，760円 馬 単 �� 29，990円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 2，350円 �� 33，260円

3 連 複 ��� 194，140円 3 連 単 ��� 765，330円

票 数

単勝票数 計 683400 的中 � 173709（1番人気）
複勝票数 計 930705 的中 � 235544（1番人気）� 12577（13番人気）� 21282（12番人気）
枠連票数 計 224815 的中 （3－8） 8682（8番人気）
馬連票数 計1305110 的中 �� 5118（46番人気）
馬単票数 計 509579 的中 �� 1274（77番人気）
ワイド票数 計1138780 的中 �� 6318（44番人気）�� 12714（28番人気）�� 871（103番人気）
3連複票数 計2000976 的中 ��� 773（294番人気）
3連単票数 計2174613 的中 ��� 206（1337番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．5―12．2―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．1―46．3―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．9
3 ・（2，7）16，11（1，10）（8，13）（3，12）（14，15）（4，9）（5，6） 4 ・（2，7）（11，16）－10，1（3，8，13）（12，15）（4，14）9，6－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スーパーアキラ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．12．16 中山1着

2015．5．3生 牡6栗 母 ロスグラシアレス 母母 ロスマリヌス 21戦3勝 賞金 42，000，000円
〔制裁〕 スーパーアキラ号の騎手江田照男は，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 ウインスピリタス号・タツオウカランブ号・トッカータ号



00045 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4日 第9競走 ��2，400�
な り た

成 田 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
4歳以上，2勝クラス，2．1．11以降3．1．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

成田市長賞（1着）
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

612 エコロドリーム 牡5栗 54 木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 478± 02：37．5 16．6�
47 フラッシングジェム 牝5青鹿52 北村 宏司 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋ 42：37．82 56．4�
510 レッドエンヴィー 牡5鹿 55 横山 武史 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490－ 62：38．11� 12．6�
48 リュードマン 牡4黒鹿55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム B482＋ 2 〃 アタマ 2．9�
713 フリーフロー 牡4栗 54 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 474－ 22：38．2� 6．5	
35 テイストオブハニー 牝4鹿 51 武藤 雅�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 548－ 82：38．3� 17．1

59 メイショウオオタカ 牡5鹿 56 石川裕紀人松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 500－ 22：38．51� 4．7�
714 キタサンヴィクター 牡6鹿 55 横山 典弘�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 524± 0 〃 ハナ 9．1�
23 リキサンダイオー 牡8黒鹿54 横山 和生 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 466＋ 42：38．81� 58．2
36 サトノヴィクトリー 牡7鹿 53 野中悠太郎里見 治紀氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 472＋ 6 〃 クビ 82．5�
11 タイキルークス 牡4黒鹿54 菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510± 0 〃 ハナ 12．9�
815� デ ス ト ロ イ 牡7栗 54 菅原 明良諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B524± 0 〃 ハナ 159．6�
12 グレンマクナス 牡7鹿 55 大野 拓弥 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 532＋ 62：39．86 21．8�
611 ワンダーコノシュア 牡5黒鹿54 斎藤 新山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 506－ 6 〃 クビ 116．9�
816 リ ヴ ィ エ ラ 牡5鹿 54 内田 博幸 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B516＋ 62：40．22� 32．2�
24 クロカドッグ 牡4鹿 54 秋山 稔樹�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 522＋102：40．3� 37．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，246，900円 複勝： 93，285，300円 枠連： 29，038，800円
馬連： 140，176，900円 馬単： 57，253，000円 ワイド： 122，959，600円
3連複： 224，182，700円 3連単： 243，285，200円 計： 971，428，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 420円 � 1，770円 � 490円 枠 連（4－6） 2，330円

馬 連 �� 49，690円 馬 単 �� 93，140円

ワ イ ド �� 12，980円 �� 3，590円 �� 13，520円

3 連 複 ��� 203，300円 3 連 単 ��� 1，445，750円

票 数

単勝票数 計 612469 的中 � 29443（7番人気）
複勝票数 計 932853 的中 � 62912（5番人気）� 12683（14番人気）� 51530（7番人気）
枠連票数 計 290388 的中 （4－6） 9632（7番人気）
馬連票数 計1401769 的中 �� 2186（78番人気）
馬単票数 計 572530 的中 �� 461（151番人気）
ワイド票数 計1229596 的中 �� 2434（83番人気）�� 8935（35番人気）�� 2335（86番人気）
3連複票数 計2241827 的中 ��� 827（307番人気）
3連単票数 計2432852 的中 ��� 122（1946番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．5―13．0―13．9―14．5―14．1―12．3―12．5―13．0―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．9―37．4―50．4―1：04．3―1：18．8―1：32．9―1：45．2―1：57．7―2：10．7―2：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」 上り4F52．3―3F39．8
1
�

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

2
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エコロドリーム �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．2 中山3着

2016．4．30生 牡5栗 母 シーエンプレス 母母 ディラローシェ 19戦3勝 賞金 37，678，000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） 2頭 クリノアントニヌス号・マックスアン号
（非抽選馬） 1頭 ギガバッケン号

00046 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4日 第10競走 ��
��2，200�

げいしゅん

迎春ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
4歳以上，3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 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
2：10．1
2：09．7

良
良

12 ブラックマジック 牡4青鹿56 石橋 脩窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450－ 22：16．7 9．5�
24 ウインキートス 牝4黒鹿54 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 42：16．8クビ 4．8�
47 デ ゼ ル 牝4青鹿54 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 486＋16 〃 クビ 3．4�
48 エ ア ジ ー ン 牝5鹿 55 C．ルメール �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462＋ 82：16．9クビ 3．6�
35 ク ラ ヴ ェ ル 牝4青鹿54 横山 典弘 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 432－102：17．01 9．6	
611 ラクローチェ 牡5鹿 57 池添 謙一畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 486－ 62：17．1� 56．3

23 コスモインペリウム 牡4鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 538＋ 22：17．2クビ 37．9�
816 ダノングロワール 牡4栗 56 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋122：17．3	 8．5�
713 ウィナーポイント 牝6黒鹿55 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 436＋ 2 〃 クビ 232．8
714 パルクデラモール 牝6鹿 55 武藤 雅�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－122：17．4クビ 226．0�
59 シ ロ ニ イ 牡7白 57 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B510＋ 6 〃 クビ 34．1�
815 ベイビーステップ 牡7鹿 57 大野 拓弥大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 492＋ 42：17．5アタマ 348．5�
36 ア ラ ス カ 牝5鹿 55 菅原 明良池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 412＋ 8 〃 ハナ 129．3�
612 ヒシヴィクトリー 牡6黒鹿57 木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 496＋ 42：17．81	 20．3�
11 マイネルカレッツァ 牡9黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 日高 白井牧場 504－24 〃 クビ 239．7�
510 タイセイモナーク 牡5鹿 57 田辺 裕信田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490－ 62：18．01
 72．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，309，100円 複勝： 141，938，500円 枠連： 39，837，900円
馬連： 217，351，300円 馬単： 83，066，900円 ワイド： 162，010，100円
3連複： 331，676，500円 3連単： 371，950，900円 計： 1，449，141，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 220円 � 160円 � 170円 枠 連（1－2） 1，740円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 570円 �� 660円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 20，860円

票 数

単勝票数 計1013091 的中 � 84759（5番人気）
複勝票数 計1419385 的中 � 148359（4番人気）� 243430（2番人気）� 227663（3番人気）
枠連票数 計 398379 的中 （1－2） 17703（7番人気）
馬連票数 計2173513 的中 �� 99335（5番人気）
馬単票数 計 830669 的中 �� 20060（13番人気）
ワイド票数 計1620101 的中 �� 71719（4番人気）�� 60833（6番人気）�� 95535（3番人気）
3連複票数 計3316765 的中 ��� 97269（6番人気）
3連単票数 計3719509 的中 ��� 12926（70番人気）

ハロンタイム 12．7―12．4―13．7―13．4―13．4―12．4―11．6―12．0―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―25．1―38．8―52．2―1：05．6―1：18．0―1：29．6―1：41．6―1：53．2―2：04．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックマジック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2019．10．27 東京5着

2017．4．29生 牡4青鹿 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 10戦4勝 賞金 60，948，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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） 2頭 ギャラッド号・コンダクトレス号

２レース目



00047 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4日 第11競走 ��
��1，600�第37回フェアリーステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・右・外）
牝，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
1，800万円以上の馬1�増，�：馬齢重量，重賞競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

59 ファインルージュ 牝3鹿 54 C．ルメール 六井 元一氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：34．4 5．5�
815 ホウオウイクセル 牝3鹿 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 高柳 瑞樹 洞	湖 レイクヴィラファーム 420＋ 21：34．82
 20．8�
11 ベッラノーヴァ 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 402＋ 61：34．91 13．9�
48 テンハッピーローズ 牝3栗 54 福永 祐一天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 440＋ 21：35．11 2．6�
36 ネクストストーリー 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 498＋ 81：35．31 30．6�
47 タイニーロマンス 牝3青鹿54 内田 博幸吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 524＋ 81：35．4
 12．2	
24 ニシノエルサ 牝3芦 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 448＋ 21：35．5� 215．0

23 アトミックフレア 牝3鹿 54 酒井 学天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 434－ 2 〃 クビ 22．1�
510 シャドウファックス 牝3芦 54 大野 拓弥飯塚 知一氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 446＋ 6 〃 ハナ 8．9�
35 クールキャット 牝3青鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 奥村 武 洞	湖 レイクヴィラファーム 516－ 2 〃 クビ 5．3
612 ラストリージョ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 454＋ 41：35．71� 75．9�
611 オプティミスモ 牝3鹿 54 藤井勘一郎泉 一郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 416－ 41：36．01
 18．5�
12 プリティインピンク 牝3黒鹿54 山田 敬士新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 412－ 2 〃 ハナ 139．1�
816 グロリユーノワール 牝3鹿 54 野中悠太郎 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 436－ 41：36．1� 182．1�
713 カラパタール 牝3青鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：36．31 29．6�
714 ビップエレナ 牝3芦 54 菊沢 一樹鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 468± 01：39．0大差 349．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 295，950，300円 複勝： 354，256，700円 枠連： 133，290，900円
馬連： 898，406，400円 馬単： 306，846，500円 ワイド： 565，286，200円
3連複： 1，588，077，200円 3連単： 2，015，319，500円 計： 6，157，433，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 240円 � 480円 � 400円 枠 連（5－8） 3，460円

馬 連 �� 6，970円 馬 単 �� 9，640円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，520円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 24，370円 3 連 単 ��� 120，220円

票 数

単勝票数 計2959503 的中 � 422976（3番人気）
複勝票数 計3542567 的中 � 432850（3番人気）� 177521（8番人気）� 221792（5番人気）
枠連票数 計1332909 的中 （5－8） 29812（15番人気）
馬連票数 計8984064 的中 �� 106166（24番人気）
馬単票数 計3068465 的中 �� 23851（35番人気）
ワイド票数 計5652862 的中 �� 69177（25番人気）�� 96988（18番人気）�� 43443（39番人気）
3連複票数 計15880772 的中 ��� 48867（86番人気）
3連単票数 計20153195 的中 ��� 12153（404番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―11．8―11．0―11．9―12．0―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―35．8―46．8―58．7―1：10．7―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ファインルージュ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．8．23 新潟2着

2018．3．11生 牝3鹿 母 パシオンルージュ 母母 セクシーココナッツ 3戦2勝 賞金 43，460，000円
※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 ルチェカリーナ号・ルース号

00048 1月11日 曇 良 （3中山1） 第4日 第12競走 ��2，000�4歳以上1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 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
1：57．8
1：56．1

良
良

612 コ コ ニ ア ル 牝4栗 54 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 42：03．4 5．3�

816 アイスブラスト 牡5鹿 57 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 504＋ 4 〃 アタマ 21．4�
510 レットミーアウト 牝4黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B484＋ 22：03．61� 9．9�
611 レベンディス �4栗 56 横山 武史 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 498＋ 62：03．7� 18．1�
815 ナリノモンターニュ 牡4黒鹿56 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 504＋ 2 〃 ハナ 13．0	
48 フィデリオグリーン 牡5鹿 57 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 508＋142：03．8� 52．4

59 ウインアルカンナ 牝4黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 8 〃 アタマ 8．7�
35 ネオストーリー 牡4青鹿 56

55 ☆斎藤 新藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 462± 0 〃 ハナ 24．5�
36 エルセンブルグ 牡4芦 56 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 62：03．9� 22．3
24 	 ウインリベルタ 牡5栗 57 戸崎 圭太�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 488－ 4 〃 アタマ 6．5�
11 ロッタチャンセズ 牝4鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 392＋ 82：04．0クビ 57．5�
47 	 ザスリーサーティ 牡6青鹿57 田辺 裕信諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 82：04．1� 5．4�
714 ファントムグレイ 牡8芦 57 丹内 祐次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 B452＋122：04．2
 48．5�
12 リ グ ー ジ ェ 牡4黒鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490＋202：04．51
 5．8�
23 レ ロ ー ヴ 牝7鹿 55 横山 和生今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 508－ 22：04．6
 154．0�
713 ワセダウォリアー �4黒鹿56 北村 宏司大冨 智弘氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 470＋ 82：05．77 90．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 108，131，800円 複勝： 151，881，700円 枠連： 50，639，700円
馬連： 222，346，700円 馬単： 75，630，100円 ワイド： 186，773，200円
3連複： 354，105，500円 3連単： 364，911，500円 計： 1，514，420，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 690円 � 260円 枠 連（6－8） 1，600円

馬 連 �� 7，300円 馬 単 �� 14，270円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 1，090円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 22，750円 3 連 単 ��� 129，940円

票 数

単勝票数 計1081318 的中 � 162901（1番人気）
複勝票数 計1518817 的中 � 215806（1番人気）� 47350（11番人気）� 155698（4番人気）
枠連票数 計 506397 的中 （6－8） 24420（8番人気）
馬連票数 計2223467 的中 �� 23603（26番人気）
馬単票数 計 756301 的中 �� 3974（55番人気）
ワイド票数 計1867732 的中 �� 18392（33番人気）�� 45586（10番人気）�� 12885（50番人気）
3連複票数 計3541055 的中 ��� 11671（88番人気）
3連単票数 計3649115 的中 ��� 2036（484番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．7―11．8―12．8―12．5―12．3―11．9―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―38．2―50．0―1：02．8―1：15．3―1：27．6―1：39．5―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コ コ ニ ア ル �
�
父 タートルボウル �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．9．15 中山7着

2017．4．28生 牝4栗 母 ブロンドヒロイン 母母 ランニングヒロイン 8戦2勝 賞金 17，700，000円
〔発走状況〕 アイスブラスト号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ロッタチャンセズ号の騎手石橋脩は，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：2番）

ココニアル号の騎手大野拓弥は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アイスブラスト号は，令和3年1月12日から令和3年2月1日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔その他〕 リグージェ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 リグージェ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月11日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ブラックデビル号・マイネルクロンヌ号・マイネルデステリョ号

４レース目



（3中山1）第4日 1月11日 （祝日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 186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

241，060，000円
8，210，000円
28，690，000円
1，840，000円
28，420，000円
78，946，500円
5，387，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
987，278，500円
1，505，116，300円
385，374，800円
2，184，643，300円
841，932，800円
1，676，345，700円
3，587，000，900円
4，288，777，300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 15，456，469，600円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回中山競馬第4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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