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00061 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10時10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

36 アドマイヤレビン 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490＋121：12．8 5．3�
12 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 B514－ 21：13．22� 3．6�
35 カ ー ド 牝3黒鹿54 江田 照男井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム 456＋ 21：13．3� 2．9�
816� ペルセウステソーロ 牡3栗 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 Mr. & Mrs.
Kenji Ryotokuji 460＋121：14．25 4．0�

11 ア デ ウ ス 牝3鹿 54 酒井 学平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 446＋ 4 〃 アタマ 99．8�
24 カミヤガルーラ 牡3鹿 56 岩田 望来佐藤 悠大氏 杉浦 宏昭 新冠 高瀬牧場 468＋ 21：14．3� 46．5	
714 アルドゥマン 牡3栗 56 柴田 大知上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 436 ―1：14．51 87．0

47 タカイチラブ 牡3青鹿56 北村 宏司髙橋 一郎氏 勢司 和浩 新冠 シンユウフアーム 488－ 4 〃 アタマ 31．0�
713 クリスタルスワン 牝3芦 54 吉田 豊岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 492＋ 61：14．81� 68．7�
23 チャーチャンテン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 402± 0 〃 アタマ 47．1
815 トーセンアーサー 牡3鹿 56 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 532－ 41：14．9� 24．1�
59 ハイパーミラクル 牝3鹿 54

51 ▲原 優介高橋 宏弥氏 加藤士津八 浦河 ガーベラパー
クスタツド B404± 0 〃 ハナ 37．0�

611 リカバリーショット 牡3芦 56 的場 勇人吉田 勝利氏 的場 均 浦河 カナイシスタッド 494＋ 61：15．43 163．2�
48 キタノインスパイア 牝3鹿 54 岩部 純二北所 直人氏 萱野 浩二 浦河 山田牧場 450＋ 81：15．61� 133．6�
612 オスマントルコ 牡3鹿 56 丸田 恭介福田 光博氏 小手川 準 日高 門別 敏朗 542－ 21：15．81� 119．1�
510 サンチャタヌーガ 牡3栗 56 武士沢友治 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 新ひだか 佐竹 学 462 ―1：16．22� 167．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，231，700円 複勝： 57，502，500円 枠連： 15，255，700円
馬連： 68，671，000円 馬単： 33，087，700円 ワイド： 61，116，000円
3連複： 110，229，000円 3連単： 118，031，300円 計： 506，124，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 130円 � 120円 枠 連（1－3） 350円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 410円 �� 290円 �� 200円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 6，560円

票 数

単勝票数 計 422317 的中 � 62748（4番人気）
複勝票数 計 575025 的中 � 68787（4番人気）� 122755（2番人気）� 146367（1番人気）
枠連票数 計 152557 的中 （1－3） 32868（2番人気）
馬連票数 計 686710 的中 �� 39775（6番人気）
馬単票数 計 330877 的中 �� 9678（11番人気）
ワイド票数 計 611160 的中 �� 32864（5番人気）�� 52079（2番人気）�� 90814（1番人気）
3連複票数 計1102290 的中 ��� 94234（2番人気）
3連単票数 計1180313 的中 ��� 13031（16番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．8―12．5―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．4―46．9―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤレビン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Bernstein デビュー 2020．6．21 東京3着

2018．2．14生 牡3鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 5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。
（非当選馬） 1頭 アラカザーム号

00062 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40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

714 フ ミ チ ャ ン 牝3芦 54 三浦 皇成林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 21：57．6 1．7�
816 サクラカレント 牝3鹿 54 石橋 脩�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486＋ 41：58．02� 4．7�
815 エターナルルビー 牝3鹿 54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 81：58．21� 42．2�
48 キ ュ ン 牝3黒鹿54 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 462± 0 〃 ハナ 6．5�
47 ウインジュノー 牝3栗 54 石川裕紀人�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 510＋ 41：58．3� 24．1�
713 テイエムユキマイ 牝3芦 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 熊谷 武 434＋ 21：58．4� 22．4	
612 プレカーリー 牝3鹿 54 嶋田 純次
ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 402－ 21：58．72 46．7�
35 ヤエノリバー 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗山本弥恵子氏 小野 次郎 新ひだか 田湯牧場 438－ 61：58．9� 93．4�
12 ブリングトゥライフ 牝3鹿 54 津村 明秀�G1レーシング 手塚 貴久 安平 追分ファーム 466＋16 〃 クビ 44．8
510 ニシノフレデリカ 牝3鹿 54 武藤 雅西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 田上 徹 446± 01：59．0クビ 66．7�
24 スクリーンマドンナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 456－ 61：59．1� 14．9�
23 ベルベデール 牝3栗 54 野中悠太郎 IHR 根本 康広 新ひだか 沖田 博志 452－ 21：59．31� 105．2�
11 アッシュゲイル 牝3芦 54 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 452－ 21：59．83 39．8�
36 フリーダムライター 牝3芦 54

51 ▲原 優介飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 476± 0 〃 アタマ 75．5�
59 イッツライフ 牝3鹿 54 杉原 誠人
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 452－ 42：00．11� 217．9�
611 ペイシャキララ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 大西ファーム 394－ 62：01．37 290．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，455，500円 複勝： 85，522，200円 枠連： 13，089，500円
馬連： 59，962，200円 馬単： 32，019，300円 ワイド： 53，472，200円
3連複： 92，798，600円 3連単： 119，428，600円 計： 492，748，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 670円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，110円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 11，970円

票 数

単勝票数 計 364555 的中 � 170793（1番人気）
複勝票数 計 855222 的中 � 520246（1番人気）� 67514（3番人気）� 11550（11番人気）
枠連票数 計 130895 的中 （7－8） 27051（2番人気）
馬連票数 計 599622 的中 �� 105111（2番人気）
馬単票数 計 320193 的中 �� 34416（2番人気）
ワイド票数 計 534722 的中 �� 58540（2番人気）�� 11422（12番人気）�� 5147（23番人気）
3連複票数 計 927986 的中 ��� 16215（11番人気）
3連単票数 計1194286 的中 ��� 7228（27番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―14．3―13．6―12．5―12．3―12．7―13．2―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―39．4―53．0―1：05．5―1：17．8―1：30．5―1：43．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ミ チ ャ ン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．10．18 東京5着

2018．2．10生 牝3芦 母 フェアリーダンス 母母 フェアリードール 4戦1勝 賞金 8，310，000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。
（非当選馬） 1頭 ビギニング号

第１回 中山競馬 第６日



00063 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走11時10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

23 ワンプレート 牡3鹿 56 岩田 望来中村 智幸氏 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 496＋ 61：57．3 25．0�
59 サプライズビュー 牡3鹿 56 田中 勝春 �CHEVAL AT-

TACHE 栗田 徹 新ひだか 田中 春美 500－ 2 〃 アタマ 3．5�
713 コスモノアゼット 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 21：57．51� 1．8�
815 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 B474－ 61：57．7� 10．0�
714 トミケンカラバティ 牡3鹿 56 武藤 雅冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 信岡牧場 448＋ 21：58．65 23．8	
35 スマートリン 牡3鹿 56 宮崎 北斗鈴木 伸昭氏 浅野洋一郎 新ひだか 高橋 修 506＋ 21：58．7クビ 103．6

24 ベルザキャット 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 新ひだか 岡田牧場 432－102：00．08 222．5�
612 ト ゥ ル カ ナ 牡3栗 56 北村 宏司畑佐 博氏 伊藤 大士 日高 荒井ファーム 504± 02：00．1クビ 14．6�
36 リアンデュソン 牡3黒鹿56 丸山 元気 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 544＋14 〃 クビ 8．8
816 ライヴビスケット 牡3鹿 56

53 ▲原 優介澤田 孝之氏 尾形 和幸 日高 宝寄山 拓樹 494＋ 62：00．2クビ 54．8�
12 セイウンジャック 牡3黒鹿56 江田 照男西山 茂行氏 的場 均 新冠 村上 欽哉 B452＋ 4 〃 クビ 113．2�
47 ラ ロ コ ル ポ 牡3鹿 56 野中悠太郎髙樽さゆり氏 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 436－ 62：00．3� 253．2�
611 ソーラーストーム 牡3黒鹿56 西村 太一 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 林 博道 470＋ 22：00．61� 148．2�
11 ウエイトジャッジ 牡3黒鹿56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 548－ 82：00．7� 69．1�
510 ペイシャスカイ 牡3黒鹿56 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 様似 髙村 伸一 492－102：01．02 247．2�
48 テイエムオドリコ 牝3青 54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 424－ 62：02．17 158．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，614，700円 複勝： 71，790，400円 枠連： 12，918，800円
馬連： 67，662，700円 馬単： 34，230，700円 ワイド： 60，135，200円
3連複： 102，161，000円 3連単： 138，431，900円 計： 527，945，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 340円 � 120円 � 110円 枠 連（2－5） 4，340円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 13，150円

ワ イ ド �� 760円 �� 670円 �� 150円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 27，890円

票 数

単勝票数 計 406147 的中 � 12963（7番人気）
複勝票数 計 717904 的中 � 25093（7番人気）� 143087（2番人気）� 299077（1番人気）
枠連票数 計 129188 的中 （2－5） 2304（12番人気）
馬連票数 計 676627 的中 �� 12058（11番人気）
馬単票数 計 342307 的中 �� 1951（27番人気）
ワイド票数 計 601352 的中 �� 16055（10番人気）�� 18311（8番人気）�� 141907（1番人気）
3連複票数 計1021610 的中 ��� 45545（5番人気）
3連単票数 計1384319 的中 ��� 3598（79番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―13．5―13．8―13．2―12．6―12．7―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．5―52．3―1：05．5―1：18．1―1：30．8―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．2
1
3

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

2
4

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

ワンプレート �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．7．18 福島14着

2018．4．26生 牡3鹿 母 レディサファイア 母母 レディブラッサム 6戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 セイウンジャック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）について過怠金10，000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。
（非当選馬） 4頭 エクレウステソーロ号・オブデュモンド号・ガレア号・マイネルシェルム号

00064 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第4競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時40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

24 � コズミックマインド 牡3鹿 56 田辺 裕信�レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-
ows LLC 450 ―1：59．2 13．3�

815 クロスオブドリーム 牡3鹿 56 北村 宏司 �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 488 ― 〃 クビ 7．3�

35 オーケーナイト 牡3栗 56 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 536 ―1：59．3� 52．5�
47 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿56 酒井 学平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 520 ― 〃 ハナ 59．7�
816 メイショウメイロウ 牝3芦 54 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 林 孝輝 464 ―1：59．61� 24．5�
12 ロ レ ン ツ ォ 牡3黒鹿56 石橋 脩丸山 担氏 加藤 征弘 浦河 伏木田牧場 480 ―1：59．81� 4．8	
23 シャドウモノリス 牡3黒鹿56 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 クビ 19．4

611 ニシノバシャール 牡3鹿 56 津村 明秀西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 468 ―1：59．9� 12．1�
612 ラップリーダー 牡3栗 56 武藤 雅吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 454 ―2：00．0� 36．3�
36 ネ オ ル ー ナ 牡3鹿 56 野中悠太郎西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 上村 清志 434 ―2：00．1クビ 102．8
713 ケヴィンズクロス 牡3芦 56 横山 武史ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 浦河 梅田牧場 504 ―2：00．2� 6．4�
11 エ シ カ ル 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 504 ―2：01．15 2．6�
48 アイグローリー 	3鹿 56 江田 照男ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 谷口牧場 468 ―2：01．73� 56．9�
714 ケンブリッジヤマト 牡3栗 56

53 ▲原 優介中西 桂子氏 畠山 吉宏 新ひだか タイヘイ牧場 482 ―2：01．8クビ 107．6�
510 ショウナンカリプソ 牝3鹿 54 北村 友一国本 哲秀氏 武市 康男 日高 木村牧場 506 ―2：02．12 38．4�

（15頭）
59 � エリーテソーロ 牝3栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Clarkland
Farm LLC ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，575，200円 複勝： 51，218，400円 枠連： 15，756，100円
馬連： 56，131，100円 馬単： 25，424，700円 ワイド： 48，206，800円
3連複： 76，315，100円 3連単： 83，869，800円 計： 400，497，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 390円 � 270円 � 1，310円 枠 連（2－8） 2，270円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 10，410円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 6，100円 �� 4，650円

3 連 複 ��� 61，010円 3 連 単 ��� 506，710円

票 数

単勝票数 差引計 435752（返還計 1590） 的中 � 26155（6番人気）
複勝票数 差引計 512184（返還計 1194） 的中 � 34710（6番人気）� 55367（4番人気）� 8944（12番人気）
枠連票数 差引計 157561（返還計 36） 的中 （2－8） 5360（9番人気）
馬連票数 差引計 561311（返還計 6339） 的中 �� 8178（15番人気）
馬単票数 差引計 254247（返還計 2776） 的中 �� 1830（36番人気）
ワイド票数 差引計 482068（返還計 4090） 的中 �� 7995（16番人気）�� 2012（57番人気）�� 2651（44番人気）
3連複票数 差引計 763151（返還計 16437） 的中 ��� 938（151番人気）
3連単票数 差引計 838698（返還計 19351） 的中 ��� 120（1004番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―13．6―13．7―13．4―13．1―13．2―13．2―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―39．0―52．7―1：06．1―1：19．2―1：32．4―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．0
1
3
13，15（4，11）5（2，10）1，7，16，3＝（6，14）－（8，12）
13，15（4，11）（5，10）（2，7，16）1，3，6－12－（14，8）

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

勝馬の
紹 介

�コズミックマインド �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Ghostzapper 初出走

2018．4．30生 牡3鹿 母 Mystical Star 母母 Capture a Star 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔出走取消〕 エリーテソーロ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ケンブリッジヤマト号の調教師畠山吉宏は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※ショウナンカリプソ号・ロレンツォ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



00065 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

510 イズンシーラブリー 牝3鹿 54 C．ルメール 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 432－ 41：36．4 2．4�
47 ビューティフルデイ 牝3鹿 54 三浦 皇成�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 446－ 41：36．5� 3．6�
612 ル ル ロ ー ズ 牝3栗 54 M．デムーロ的場 徹氏 伊藤 大士 浦河 浦河小林牧場 470＋161：36．92� 33．8�
713 アルジェントステラ 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 420－ 41：37．0� 12．2�
11 ピクシーカット 牝3黒鹿54 丸田 恭介吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 アタマ 34．3	
36 フェミニンルック 牝3鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 418＋ 41：37．21� 49．7

12 アップストリーム 牝3黒鹿54 戸崎 圭太下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 476± 01：37．3クビ 3．6�
23 メジャーグルーヴ 牝3栗 54 横山 武史�G1レーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 472＋16 〃 クビ 27．2�
815 デルマケゴン 牝3芦 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 402＋ 61：37．4クビ 128．4
24 フ リ ブ ー ル 牝3鹿 54 岩田 望来中村 祐子氏 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 444 ―1：37．82� 36．9�
611 シ ル ミ ー ヌ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介市瀬 章氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 446－ 4 〃 クビ 196．7�
714 レ ナ ー ナ 牝3鹿 54 石橋 脩�フクキタル 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム 510－12 〃 クビ 22．1�
35 フラワーリスペクト 牝3栗 54 津村 明秀花村 誠氏 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418± 01：37．9� 137．7�
59 ハ ル ハ ル 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 386－ 21：38．53� 231．8�
48 セ イ ー サ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 城地牧場 388＋101：39．03 284．5�
816 ウインレプロット 牝3青鹿54 野中悠太郎�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 426＋ 41：43．1大差 266．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，138，300円 複勝： 77，684，900円 枠連： 15，595，500円
馬連： 89，035，900円 馬単： 40，366，200円 ワイド： 72，010，300円
3連複： 126，958，900円 3連単： 157，715，200円 計： 641，505，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 480円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，280円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 9，500円

票 数

単勝票数 計 621383 的中 � 198923（1番人気）
複勝票数 計 776849 的中 � 200837（1番人気）� 180837（2番人気）� 24232（7番人気）
枠連票数 計 155955 的中 （4－5） 26167（1番人気）
馬連票数 計 890359 的中 �� 152655（1番人気）
馬単票数 計 403662 的中 �� 39936（1番人気）
ワイド票数 計 720103 的中 �� 99645（1番人気）�� 12758（11番人気）�� 11195（18番人気）
3連複票数 計1269589 的中 ��� 26179（9番人気）
3連単票数 計1577152 的中 ��� 12030（17番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．1―12．4―12．7―12．0―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．4―48．8―1：01．5―1：13．5―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

イズンシーラブリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．12．20 中山3着

2018．4．12生 牝3鹿 母 ブルーミンバー 母母 タヤスブルーム 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔騎手変更〕 フリブール号の騎手横山典弘は，第5日第12競走での負傷のため岩田望来に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインレプロット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月17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。
（非抽選馬） 3頭 イヤーズストレイト号・ニシノソメイノ号・ロジプリン号

00066 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第6競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時00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
1：08．5
1：08．5

重
重

11 ディスモーメント 牡5黒鹿57 杉原 誠人大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 534＋ 61：12．3 10．8�
24 タイキスウォード 牡4栗 56

53 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 464＋161：12．4� 11．2�
23 ブルーダイヤカフェ 牡4青 56 横山 武史西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 522± 0 〃 ハナ 5．3�
611� ジッピーレーサー �4鹿 56 武藤 雅岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 468－ 21：12．5� 4．6�
47 サイヤダンサー 牡4鹿 56 三浦 皇成西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 462＋ 41：12．6クビ 28．6�
35 シゲルガラテア 牡4栗 56 柴田 善臣森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B498＋ 61：12．91	 115．2	
36 
 セイスケルツォ 牡4黒鹿56 岩田 望来金田 成基氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 534＋ 6 〃 クビ 131．6

815 ミユキメガバックス 牡5黒鹿 57

54 ▲原 優介長井 純一氏 清水 英克 むかわ 貞広 賢治 552＋ 41：13．11 63．1�
48 ガラデレオン 牡4鹿 56 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 B504＋ 61：13．2	 66．7�
713
 アイアンユウキャン 牡5鹿 57 酒井 学池上 一馬氏 本間 忍 新ひだか 原口牧場 536＋20 〃 ハナ 54．3
510�
 ヒ ロ ミ 牡6黒鹿57 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

B496－ 6 〃 クビ 5．2�
612 キングドンドルマ 牡6青鹿57 丸田 恭介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 462－ 41：13．3クビ 80．9�
12 コーリングローリー 牡4栗 56 野中悠太郎伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 456＋ 21：13．4� 16．9�
59 
 ラフカディオ 牡6栗 57 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 538＋221：13．51 83．6�
816� ディランズソング 牡4鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 米

Erin Knehr &
Catalyst
Bloodstock

520＋ 81：13．6アタマ 4．2�
714 アイアムスゴスギル 牡4栗 56 石川裕紀人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 500＋16 〃 クビ 17．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，302，700円 複勝： 75，738，500円 枠連： 16，611，700円
馬連： 85，623，200円 馬単： 32，524，200円 ワイド： 73，375，200円
3連複： 123，892，800円 3連単： 120，739，900円 計： 580，808，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 260円 � 300円 � 220円 枠 連（1－2） 850円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 9，590円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 1，040円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 7，280円 3 連 単 ��� 47，860円

票 数

単勝票数 計 523027 的中 � 38631（5番人気）
複勝票数 計 757385 的中 � 74612（5番人気）� 61515（6番人気）� 97322（4番人気）
枠連票数 計 166117 的中 （1－2） 15065（2番人気）
馬連票数 計 856232 的中 �� 15004（19番人気）
馬単票数 計 325242 的中 �� 2542（44番人気）
ワイド票数 計 733752 的中 �� 11593（20番人気）�� 18273（12番人気）�� 18981（10番人気）
3連複票数 計1238928 的中 ��� 12752（24番人気）
3連単票数 計1207399 的中 ��� 1829（164番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．5―12．3―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．3―46．6―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F38．0
3 ・（14，12）13（9，10）7（4，6，16）－（2，5，15）－11（1，3）－8 4 ・（14，12）13（9，7，16）10（4，6）（5，15）2（1，11）3－8

勝馬の
紹 介

ディスモーメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．12．28 阪神5着

2016．5．2生 牡5黒鹿 母 カホマックス 母母 ジョリブロンド 13戦2勝 賞金 15，200，000円
〔騎手変更〕 ブルーダイヤカフェ号の騎手横山典弘は，第5日第12競走での負傷のため横山武史に変更。



00067 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第7競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

24 セイウンヴィーナス 牝4青鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 458＋101：35．9 3．1�
23 アドマイヤチャチャ 牝4青 54 酒井 学近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B452＋ 61：36．21� 46．3�
713 レッドアダン 牡4鹿 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 ハナ 20．8�
11 バ ル ト リ 牝4黒鹿54 横山 武史ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 4 〃 アタマ 4．8�
816 ポレンティア 牝4青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 21：36．31 3．6	
714� ヴィクトワールメイ 牝5黒鹿55 丸田 恭介山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 440＋101：36．51 63．0

612 カフェサンドリヨン 牝4芦 54 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 492＋30 〃 クビ 10．9�
611 シ ベ ー ル 牝4鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 41：36．6クビ 14．6�
59 シ ャ ル ロ ワ 牝4鹿 54 幸 英明 �キャロットファーム 梅田 智之 安平 追分ファーム 492± 0 〃 クビ 31．1
510 コスモスタック 牡4黒鹿56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 462± 0 〃 ハナ 44．1�
36 コスモミローディア 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 476＋ 61：36．7� 30．8�
47 カップッチョ 牡4鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 480－10 〃 アタマ 51．8�
48 シャワークライム 牝5黒鹿55 石川裕紀人吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 454＋ 41：36．9� 15．4�
12 ヤマニンエルモサ 牝4鹿 54

51 ▲小林 脩斗土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 482＋10 〃 クビ 122．8�
35 � ドリームメッセージ 牡4鹿 56 丸山 元気堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 浦河 高岸 順一 442－11 〃 ハナ 42．0�
815� シーサンプーター 牝4鹿 54

51 ▲原 優介小原準一郎氏 加藤 和宏 日高 槇本牧場 450± 01：38．610 212．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，709，100円 複勝： 68，515，000円 枠連： 16，297，200円
馬連： 84，893，000円 馬単： 31，981，300円 ワイド： 73，332，700円
3連複： 123，821，100円 3連単： 128，024，600円 計： 570，574，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 1，040円 � 370円 枠 連（2－2） 9，420円

馬 連 �� 6，690円 馬 単 �� 10，540円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 980円 �� 10，870円

3 連 複 ��� 35，260円 3 連 単 ��� 186，000円

票 数

単勝票数 計 437091 的中 � 110678（1番人気）
複勝票数 計 685150 的中 � 149007（1番人気）� 13256（13番人気）� 43416（6番人気）
枠連票数 計 162972 的中 （2－2） 1340（28番人気）
馬連票数 計 848930 的中 �� 9824（20番人気）
馬単票数 計 319813 的中 �� 2274（34番人気）
ワイド票数 計 733327 的中 �� 8297（25番人気）�� 20065（7番人気）�� 1682（77番人気）
3連複票数 計1238211 的中 ��� 2633（98番人気）
3連単票数 計1280246 的中 ��� 499（508番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．1―12．2―12．2―12．1―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．1―48．3―1：00．5―1：12．6―1：24．0

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

勝馬の
紹 介

セイウンヴィーナス �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．8．18 新潟8着

2017．4．13生 牝4青鹿 母 マルモリバニー 母母 ゴールドバニー 11戦2勝 賞金 35，575，000円
〔騎手変更〕 シベール号の騎手横山典弘は，第5日第12競走での負傷のため三浦皇成に変更。
〔発走状況〕 カフェサンドリヨン号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 カフェサンドリヨン号は，発走調教再審査。

00068 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第8競走 ��
��1，800�4歳以上2勝クラス

発走14時00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

713 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 506＋101：55．0 4．0�
23 アルーフクライ �7鹿 57 C．ルメール �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490± 01：55．42	 3．1�
35 フーズサイド 牡5黒鹿 57

54 ▲原 優介西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 510＋ 21：55．82 14．7�
24 カフェプリンス 牡5鹿 57 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 522＋121：56．12 4．9�
59 アコルドエール 牡4栗 56 丸山 元気 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 41：56．2	 14．7�
714
 リワードノルン 牝5黒鹿55 丸田 恭介宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 474± 01：56．62	 20．5	
36 アルマスティング �5栗 57 津村 明秀コウトミックレーシング 矢野 英一 浦河 小島牧場 B510＋14 〃 クビ 39．5

611 フェイバリット 牡4黒鹿56 杉原 誠人島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 21：56．91� 146．0�
816 ウインドオブホープ �8栗 57 江田 照男�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 536－ 61：57．0クビ 112．7
12 ブレーナード 牡4鹿 56 横山 武史吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：57．11 28．7�
47 ヴァンベールシチー �7栗 57

54 ▲小林 脩斗 �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 430＋101：57．41� 179．7�
510� ヒ キ ュ ウ 牝4鹿 54 柴田 大知佐久間拓士氏 林 隆之 新冠 村上 欽哉 454－171：57．5クビ 82．1�

（川崎）

48 ヴァンドゥメール �4青鹿56 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 498＋ 81：57．71 69．1�
11 トーセンスカイ 牡5黒鹿57 岩田 望来島川 �哉氏 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 496＋ 21：57．91	 9．5�
815 レオアルティメット 牡6栗 57 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 B540± 01：58．21	 13．3�
612 トレイントレイン 牡5黒鹿57 石川裕紀人�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B522－ 22：01．0大差 68．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，006，800円 複勝： 75，053，400円 枠連： 20，196，400円
馬連： 102，588，900円 馬単： 39，040，100円 ワイド： 80，274，600円
3連複： 146，800，200円 3連単： 154，873，500円 計： 672，833，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 130円 � 270円 枠 連（2－7） 410円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 310円 �� 700円 �� 720円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 12，520円

票 数

単勝票数 計 540068 的中 � 105474（2番人気）
複勝票数 計 750534 的中 � 143259（2番人気）� 175140（1番人気）� 52447（6番人気）
枠連票数 計 201964 的中 （2－7） 37583（1番人気）
馬連票数 計1025889 的中 �� 101144（1番人気）
馬単票数 計 390401 的中 �� 17029（5番人気）
ワイド票数 計 802746 的中 �� 72795（1番人気）�� 27683（6番人気）�� 26949（8番人気）
3連複票数 計1468002 的中 ��� 35641（7番人気）
3連単票数 計1548735 的中 ��� 8963（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―13．2―13．4―12．9―12．5―12．6―12．7―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．5―50．9―1：03．8―1：16．3―1：28．9―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リッターシュラーク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．14 中山3着

2017．2．25生 牡4黒鹿 母 ハ マ ナ ス 母母 ジョウノビクトリア 9戦3勝 賞金 29，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 リワードノルン号の騎手横山典弘は，第5日第12競走での負傷のため丸田恭介に変更。
〔その他〕 トレイントレイン号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。



00069 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第9競走 ��
��1，200�サンライズステークス

発走14時35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
1：06．7
1：06．5

良
良

815 アルピニズム 牡4鹿 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 502＋ 41：09．1 4．4�
12 シセイヒテン 牡6青 57 丸山 元気猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 462＋ 81：09．52� 22．0�
611 チェアリングソング 牡4栗 56 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 476＋121：09．6クビ 20．7�
510 ファーストフォリオ 牝4栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438＋ 4 〃 クビ 2．9�
612 ホープフルサイン 牡5黒鹿57 江田 照男 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B504＋ 8 〃 ハナ 11．0	
59 ニシノドレッシー 牝5鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 462± 0 〃 アタマ 5．4

816 グッドマックス 牝4芦 54 丸田 恭介長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 470＋18 〃 同着 31．5�
36 プリカジュール 牝5鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社

ノースヒルズ B516＋ 21：09．7クビ 57．3�
48 ア レ ス 牝5鹿 55 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 B458± 01：09．91� 13．2
11 インスピレーション 牡6黒鹿57 三浦 皇成寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B482± 0 〃 アタマ 28．6�
714 グッドジュエリー 牝6芦 55 酒井 学長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 474＋ 41：10．0クビ 15．1�
47 ダイトウキョウ 牡9鹿 57 吉田 豊市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 474＋101：10．1	 109．6�
23 ブリッツアウェイ 牝5黒鹿55 津村 明秀吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 466＋ 8 〃 クビ 57．0�
713 ボーダーオブライフ 
7鹿 57 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 498＋ 81：10．2クビ 32．8�
35 ラスティユース 牡6栗 57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 504＋ 6 〃 ハナ 147．7�
24 ルガールカルム 牝5鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 34．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，956，900円 複勝： 104，199，800円 枠連： 29，758，500円
馬連： 137，765，400円 馬単： 51，664，700円 ワイド： 110，052，800円
3連複： 223，897，400円 3連単： 217，506，400円 計： 938，801，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 480円 � 560円 枠 連（1－8） 2，000円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，620円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 16，480円 3 連 単 ��� 58，030円

票 数

単勝票数 計 639569 的中 � 114820（2番人気）
複勝票数 計1041998 的中 � 163800（3番人気）� 51310（7番人気）� 42987（8番人気）
枠連票数 計 297585 的中 （1－8） 11519（8番人気）
馬連票数 計1377654 的中 �� 30030（13番人気）
馬単票数 計 516647 的中 �� 6888（18番人気）
ワイド票数 計1100528 的中 �� 21375（13番人気）�� 17583（17番人気）�� 7929（39番人気）
3連複票数 計2238974 的中 ��� 10187（59番人気）
3連単票数 計2175064 的中 ��� 2717（171番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．3―11．5―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．4―45．9―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 6（15，16）（8，10）（2，11）9（5，3）7，1（4，12）（13，14） 4 6，15，16（8，2，10）（9，11）－（5，3）（1，7）（4，12）（13，14）

勝馬の
紹 介

アルピニズム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．1．19 中山3着

2017．3．4生 牡4鹿 母 パイクスピーク 母母 アルヴァーダ 10戦4勝 賞金 54，563，000円
〔騎手変更〕 インスピレーション号の騎手横山典弘は，第5日第12競走での負傷のため三浦皇成に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルミューテン号・ショウナンマッシブ号・トキメキ号・トロワマルス号・ナンヨーアミーコ号・ペイシャドリーム号

00070 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第10競走 ��
��1，200�ジャニュアリーステークス

発走15時10分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 4，400，000
4，400，000

円
円 2，200，000円

付 加 賞 399，000円 114，000円 29，000
29，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

11 	 リュウノユキナ 牡6芦 56 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム B504＋ 81：09．6 6．1�
713	 サザンヴィグラス 牡6鹿 56 M．デムーロ村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 502＋ 41：10．66 35．4�
47 シ ュ ウ ジ 牡8鹿 59 三浦 皇成安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 512＋ 81：10．7
 20．2�
815 ロードラズライト �6青鹿56 田辺 裕信 �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 444－ 4 〃 同着 7．1�
35 メイショウアリソン 牡7黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 492－181：10．8� 68．2�
612 コパノフィーリング 牝4鹿 53 岩田 望来小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 服部 牧場 450－ 81：10．9
 8．3	
816 スナークライデン 牡7芦 56 石橋 脩杉本 豊氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 484－ 2 〃 アタマ 16．4

714 ジャスパープリンス 牡6鹿 57 丸山 元気加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

498 〃 ハナ 4．7�
12 ウルトラマリン 牝4栗 53 横山 武史 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 480－ 21：11．0クビ 9．4�
48 メイショウギガース 牡7青鹿56 吉田 豊松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 B486－ 21：11．1� 93．8
36 サンライズカラマ 牡7栗 56 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B500＋ 41：11．2
 11．7�
24 ハングリーベン 牡7鹿 56 江田 照男石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 B450＋101：11．3クビ 101．5�
23 ラ プ タ ス �5鹿 58 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 472＋ 2 〃 アタマ 4．5�
510 サンチェサピーク 牡7黒鹿56 北村 友一 �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 540＋ 81：11．51 58．1�
611 ロードエース 牡6鹿 56 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 松下 武士 浦河 栄進牧場 496－ 61：11．6
 99．7�
59 クリノケンリュウ 牡7栗 56 北村 宏司栗本 博晴氏 藤沢 則雄 浦河 バンブー牧場 512＋10 〃 アタマ 118．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，175，200円 複勝： 110，172，400円 枠連： 34，693，300円
馬連： 191，735，900円 馬単： 63，033，500円 ワイド： 134，283，600円
3連複： 293，283，100円 3連単： 281，319，100円 計： 1，180，696，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 550円 �
�

350円
190円 枠 連（1－7） 900円

馬 連 �� 9，880円 馬 単 �� 16，310円

ワ イ ド �� 1，600円 ��
��

980円
480円

��
��

3，780円
1，490円

3 連 複 ���
���

19，720円
8，150円 3 連 単 ���

���
94，040円
50，450円

票 数

単勝票数 計 721752 的中 � 93287（3番人気）
複勝票数 計1101724 的中 �

�
153031
124718

（2番人気）
（4番人気）

� 30851（10番人気）� 53414（9番人気）

枠連票数 計 346933 的中 （1－7） 29567（2番人気）
馬連票数 計1917359 的中 �� 15025（38番人気）
馬単票数 計 630335 的中 �� 2898（66番人気）
ワイド票数 計1342836 的中 ��

��
12570
5193
（36番人気）
（55番人気）

��
��

21208
13604

（25番人気）
（35番人気）

�� 47748（4番人気）

3連複票数 計2932831 的中 ��� 5562（114番人気） ��� 13520（66番人気）
3連単票数 計2813191 的中 ��� 1084（614番人気） ��� 2022（403番人気）

ハロンタイム 11．7―10．4―10．8―11．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．1―32．9―44．5―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	リュウノユキナ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ク ロ フ ネ （9戦1勝 賞金 25，913，000円）

2015．5．16生 牡6芦 母 ネ オ カ ラ ー 母母 ナ ギ サ 20戦3勝 賞金 92，482，000円
地方デビュー 2017．6．21 門別

〔騎手変更〕 ウルトラマリン号の騎手横山典弘は，第5日第12競走での負傷のため横山武史に変更。
〔その他〕 クリノケンリュウ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クリノケンリュウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年3月17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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アルジャンナ号・ゴーフォザサミット号・タイサイ号・ドリュウ号・マイネルフラップ号・ルッジェーロ号・

レッドサイオン号

２レース目



00071 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第11競走 ��
��2，000�第61回京 成 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・右）
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

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

33 グラティアス 牡3鹿 56 C．ルメール �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498＋102：03．1 3．1�
11 タイムトゥヘヴン 牡3鹿 56 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 472－ 42：03．52	 4．5�
56 テ ン バ ガ ー 牡3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 510＋ 42：03．71
 12．6�
55 ヴァイスメテオール 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 クビ 6．9�
710 プラチナトレジャー 牡3芦 56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 474＋ 22：03．91
 7．0	
22 タ イ ソ ウ 牡3栗 56 石橋 脩中辻 明氏 西園 正都 新ひだか 山野牧場 498± 02：04．21	 6．8

67 エイカイファントム 牡3青 56 岩田 望来二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 520± 0 〃 ハナ 51．9�
79 ア ク セ ル 牡3黒鹿56 横山 武史中辻 明氏 武 幸四郎 様似 髙村 伸一 508± 02：04．41	 33．4�
44 タケルジャック 牡3青鹿56 北村 宏司森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 466± 02：04．5クビ 34．5
811 ラ カ ン 牡3黒鹿56 津村 明秀本田 恒雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 478＋102：04．61 26．2�
68 � ブラックロータス 牡3鹿 56 三浦 皇成�レッドマジック金成 貴史 米 Merriebelle

Stable, LLC 556－ 62：04．7クビ 53．0�
812 ディクテイター 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 514－142：05．44 14．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 241，458，300円 複勝： 271，534，100円 枠連： 91，946，200円 馬連： 730，049，300円 馬単： 235，650，100円
ワイド： 385，102，800円 3連複： 1，097，177，800円 3連単： 1，477，657，700円 5重勝： 795，643，000円 計： 5，326，219，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 170円 � 300円 枠 連（1－3） 1，000円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 390円 �� 810円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 11，750円

5 重 勝
対象競走：中京10R／中山10R／小倉11R／中京11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 795，640円

票 数

単勝票数 計2414583 的中 � 605093（1番人気）
複勝票数 計2715341 的中 � 580683（1番人気）� 411770（2番人気）� 185817（6番人気）
枠連票数 計 919462 的中 （1－3） 70949（3番人気）
馬連票数 計7300493 的中 �� 587211（1番人気）
馬単票数 計2356501 的中 �� 101614（1番人気）
ワイド票数 計3851028 的中 �� 273852（1番人気）�� 117073（9番人気）�� 105578（13番人気）
3連複票数 計10971778 的中 ��� 255768（8番人気）
3連単票数 計14776577 的中 ��� 91162（18番人気）
5重勝票数 計7956430 的中 ����� 700

ハロンタイム 12．6―10．9―14．0―13．3―12．9―12．3―11．9―11．9―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―37．5―50．8―1：03．7―1：16．0―1：27．9―1：39．8―1：51．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グラティアス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lizard Island デビュー 2020．10．24 東京1着

2018．4．6生 牡3鹿 母 マラコスタムブラダ 母母 Mapul Wells 2戦2勝 賞金 45，455，000円
〔騎手変更〕 アクセル号の騎手横山典弘は，第5日第12競走での負傷のため横山武史に変更。

00072 1月17日 曇 良 （3中山1） 第6日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時20分 （芝・右・外）

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
1：06．7
1：06．5

良
良

57 ジュニパーベリー 牝4鹿 54 C．ルメール�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B474± 01：09．2 2．3�
33 ア ビ エ ル ト 牡4鹿 56 丸山 元気野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 482± 01：09．3クビ 44．0�
34 レッドイリーゼ 牝6青鹿55 岩田 望来 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 ハナ 18．4�
69 シャインサンデー 牝7栗 55 吉田 豊森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 428＋ 6 〃 ハナ 22．9�
46 マイネルアルケミー 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 478－ 2 〃 ハナ 13．6	
610 ア ー ヒ ラ 牝6芦 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 458＋ 4 〃 ハナ 192．2

58 ハ ウ ナ ニ 牝6白 55 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494－ 21：09．4� 27．4�
22 シオミチクレバ 牝4鹿 54 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 490－ 21：09．5� 5．2�
45 グランドピルエット 牝6鹿 55 北村 友一 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 492＋ 21：09．6クビ 35．1
712� オーロラフラッシュ 牝4鹿 54 杉原 誠人嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 458± 01：09．7� 15．2�
11 ウインスピリタス 牡5鹿 57 津村 明秀�ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 498－ 81：09．8� 14．4�
711 プ レ ト リ ア 	6鹿 57 三浦 皇成多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 478＋16 〃 ハナ 9．8�
814 アドマイヤデルタ 牡5鹿 57 戸崎 圭太近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 500＋ 81：09．9� 9．4�
813
 マリノスピカ 牝5栗 55 木幡 巧也和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 488－ 21：10．11 47．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 118，651，400円 複勝： 154，091，200円 枠連： 42，852，000円
馬連： 235，654，200円 馬単： 96，308，400円 ワイド： 188，249，400円
3連複： 372，344，500円 3連単： 472，881，500円 計： 1，681，032，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 870円 � 400円 枠 連（3－5） 1，550円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 6，780円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 900円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 15，260円 3 連 単 ��� 76，640円

票 数

単勝票数 計1186514 的中 � 411801（1番人気）
複勝票数 計1540912 的中 � 372078（1番人気）� 35144（13番人気）� 85669（8番人気）
枠連票数 計 428520 的中 （3－5） 21308（6番人気）
馬連票数 計2356542 的中 �� 37494（16番人気）
馬単票数 計 963084 的中 �� 10645（23番人気）
ワイド票数 計1882494 的中 �� 30917（15番人気）�� 55493（7番人気）�� 11547（44番人気）
3連複票数 計3723445 的中 ��� 18289（58番人気）
3連単票数 計4728815 的中 ��� 4473（251番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．6―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．2―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュニパーベリー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スニッツェル デビュー 2019．8．4 新潟8着

2017．2．8生 牝4鹿 母 エ キ ナ シ ア 母母 ニシノマリア 18戦3勝 賞金 50，798，000円
※アビエルト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

５レース目



（3中山1）第6日 1月17日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

269，260，000円
27，440，000円
1，721，000円
32，880，000円
77，982，000円
5，291，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
871，275，800円
1，203，022，800円
324，970，900円
1，909，772，800円
715，330，900円
1，339，611，600円
2，889，679，500円
3，470，479，500円
795，643，000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
5 重 勝
計 13，519，786，800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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