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03001 1月30日 晴 重 （3東京1） 第1日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 プレフェリータ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 468－ 41：25．5 10．2�
24 ナンノコレシキ 牝3黒鹿54 横山 武史宮城 寛也氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 460＋ 41：25．6� 3．9�
23 ホープケツァール 牝3栗 54 丸田 恭介 �愛馬レーシングクラブ 奥村 武 新ひだか 矢野牧場 462＋ 21：26．13 8．1�
48 フクノルッカ 牝3鹿 54 田辺 裕信福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 432± 01：26．31 2．1�
612 シンシアハート 牝3芦 54 大野 拓弥 �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 420－ 21：26．51� 13．0�
816 ファインヒューズ 牝3黒鹿54 内田 博幸井山 登氏 深山 雅史 新冠 岩見牧場 432－ 41：26．6� 16．1	
510 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± 01：26．71 8．6

713 ド ナ リ ノ 牝3栗 54

51 ▲原 優介山田 貢一氏 高木 登 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454＋ 81：26．9� 147．7�

815 タミルナードゥ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 静内酒井牧場 474＋141：27．43 174．7
11 キタノコンキスタ 牝3鹿 54 嶋田 純次北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 アサヒ牧場 462＋12 〃 ハナ 219．6�
36 ボンバーガール 牝3鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田ファーム 498＋221：28．35 104．8�
611 ナ イ ア レ 牝3鹿 54 吉田 豊�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 500＋ 61：28．51� 119．2�
59 グリーンシュート 牝3黒鹿54 石川裕紀人ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 61：28．81� 111．2�
35 モッツアフィアート 牝3鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 白井牧場 434－121：29．86 136．6�
47 ベストシーズン 牝3栗 54 野中悠太郎プレミアムレースホース 菊川 正達 新ひだか 稲葉牧場 B432－ 21：30．54 218．0�
714 キボウノヒビキ 牝3栗 54 的場 勇人髙橋 信博氏 的場 均 新冠 上井農場 404＋261：32．3大差 220．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，620，000円 複勝： 67，154，600円 枠連： 13，934，400円
馬連： 69，387，900円 馬単： 34，281，000円 ワイド： 60，641，500円
3連複： 113，022，600円 3連単： 136，157，000円 計： 536，199，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 270円 � 150円 � 220円 枠 連（1－2） 1，180円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 630円 �� 980円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 24，570円

票 数

単勝票数 計 416200 的中 � 32423（5番人気）
複勝票数 計 671546 的中 � 54871（5番人気）� 136809（2番人気）� 75345（3番人気）
枠連票数 計 139344 的中 （1－2） 9097（5番人気）
馬連票数 計 693879 的中 �� 28004（8番人気）
馬単票数 計 342810 的中 �� 6196（16番人気）
ワイド票数 計 606415 的中 �� 24887（8番人気）�� 15231（12番人気）�� 30131（6番人気）
3連複票数 計1130226 的中 ��� 23213（13番人気）
3連単票数 計1361570 的中 ��� 4017（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．3―49．0―1：01．2―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F36．5
3 2，3，8（10，12，16）（4，15）5，1，9（7，11）13－6－14 4 2，3（8，16）（10，12）（4，15）（1，5）（11，9）13（7，6）＝14

勝馬の
紹 介

プレフェリータ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．11．1 東京9着

2018．3．2生 牝3鹿 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モッツアフィアート号・キボウノヒビキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月

28日まで平地競走に出走できない。
ベストシーズン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月30日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 グローリアスカムイ号・ビービーラノビア号・ユメノシラベ号

03002 1月30日 晴 重 （3東京1） 第1日 第2競走 ��1，400�3歳新馬
発走10時40分 （ダート・左）

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 トゥーパンクス 牡3鹿 56 内田 博幸野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 484 ―1：25．5 10．3�
611 タマモアンドロメダ 牡3黒鹿56 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 506 ―1：26．03 6．8�
23 � ランボボーイ 牡3青鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 栗田 徹 豪 Phoenix Thorough-

bred（11）Ltd 482 ―1：26．1� 2．5�
36 � ファインハッピー 牝3鹿 54 三浦 皇成飯田 正剛氏 杉山 晴紀 米 John R. Penn

& Frank Penn 458 ―1：26．41� 9．3�
612 ア ナ マ リ ー 牝3青鹿54 北村 宏司ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460 ―1：26．5� 8．6�
47 ヴィントラオフ 牡3栗 56 石川裕紀人田畑 利彦氏 青木 孝文 浦河 小倉牧場 526 ―1：26．92� 137．1	
35 ミライヘノイブキ 牡3栗 56 伊藤 工真三島 宣彦氏 伊藤 大士 浦河 谷口牧場 440 ―1：27．21� 22．3

12 ツ カ サ �3鹿 56 野中悠太郎木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 472 ―1：27．51� 74．4�
59 アクアマリンブルー 牡3栗 56 嶋田 純次青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 474 ― 〃 クビ 91．4�
713 シルバーファーン 牡3芦 56 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 478 ―1：27．6� 12．1
11 サクラトップクロス 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗�トップフェロウ奥平 雅士 新冠 細川農場 450 ―1：27．7� 28．3�
815 クリスタルローレル 牡3鹿 56 蓑島 靖典岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 502 ―1：28．02 164．8�
714 ミスアクエリアス 牝3青鹿54 吉田 豊田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 452 ―1：28．95 6．8�
816 パ ー シ ア ン 牡3鹿 56 江田 照男佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 488 ―1：29．11	 38．2�
24 ブ レ ー ド 牝3鹿 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 492 ―1：29．52� 63．8�
510 ボ ン マ ル コ 牝3栗 54 杉原 誠人林 啓二氏 小桧山 悟 浦河 佐々木 恵一 434 ―1：30．45 260．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，196，800円 複勝： 52，957，500円 枠連： 13，648，900円
馬連： 53，849，600円 馬単： 24，816，300円 ワイド： 48，741，700円
3連複： 80，105，000円 3連単： 81，130，700円 計： 394，446，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 260円 � 210円 � 150円 枠 連（4－6） 1，620円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 6，470円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 680円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 27，040円

票 数

単勝票数 計 391968 的中 � 30359（6番人気）
複勝票数 計 529575 的中 � 44251（6番人気）� 60165（4番人気）� 115212（1番人気）
枠連票数 計 136489 的中 （4－6） 6491（7番人気）
馬連票数 計 538496 的中 �� 13403（11番人気）
馬単票数 計 248163 的中 �� 2873（30番人気）
ワイド票数 計 487417 的中 �� 10748（16番人気）�� 18665（5番人気）�� 22417（2番人気）
3連複票数 計 801050 的中 ��� 15077（9番人気）
3連単票数 計 811307 的中 ��� 2175（68番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．2―12．4―12．6―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―35．4―47．8―1：00．4―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．7
3 11（4，12）14，8，3，13（2，7）（1，5，16）6，9－15＝10 4 11（4，12，14）（8，3）13（2，7）－（1，5）16，6－9，15＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トゥーパンクス �
�
父 Garswood �

�
母父 Invincible Spirit 初出走

2018．4．21生 牡3鹿 母 サ ウ ン タ 母母 Baize 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アイアムヤルワヨ号・ヴェロン号・エストラテーガ号・エリーテソーロ号・キャビア号・シゲルビーナス号・

シルヴェラード号・スラップショット号・ハシュマル号・ハースファイア号・ファストブレイク号・
ミキノカラクリバコ号・メイショウカークス号

第１回 東京競馬 第１日



03003 1月30日 晴 重 （3東京1） 第1日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

47 トーセンインディゴ 牡3鹿 56 武藤 雅島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 468＋ 21：37．9 6．9�

611 トーセンチャールズ 牡3鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 492－ 2 〃 クビ 3．8�

510 ジ ュ ン ゼ ロ 牡3鹿 56 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 512＋101：38．21� 3．0�
713 ハッピーアナザー 牡3栗 56 大野 拓弥永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 472＋101：38．52 31．5�
24 モーリスシチー 牡3栗 56 野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか カタオカフアーム 486＋ 41：38．81� 9．7	
612 サノノヒーロー 牡3青 56 津村 明秀佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 478－ 21：39．01� 4．8

36 セザンテイオー 牡3栗 56 武士沢友治瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 482＋ 6 〃 クビ 161．8�
23 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＋ 6 〃 クビ 11．3�
48 アシタガアルサ 牡3栗 56 石川裕紀人千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 466± 0 〃 ハナ 62．5
12 ペイシャセイント 牡3鹿 56 藤井勘一郎北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 462＋ 21：39．31� 212．1�
816 タクミチョウサン 牡3栗 56 江田 照男�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 522－ 81：40．04 116．0�
815 セキノアトラス 牡3栗 56 内田 博幸小関 昭次氏 小手川 準 新ひだか 服部 牧場 426－ 81：40．1� 36．2�
11 イ ー ジ ス 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 488＋ 41：40．41� 117．5�
59 ノ ブ 牡3栗 56 北村 宏司佐野 信幸氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 476＋ 21：40．61� 122．4�
35 ヤ ク モ 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 486＋ 21：40．8� 266．0�
714 チェリーオリオン 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 510－121：41．01� 137．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，848，800円 複勝： 60，732，100円 枠連： 13，445，300円
馬連： 63，149，200円 馬単： 28，548，400円 ワイド： 55，715，200円
3連複： 103，027，100円 3連単： 111，398，700円 計： 474，864，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 130円 � 140円 枠 連（4－6） 720円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 440円 �� 520円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 9，110円

票 数

単勝票数 計 388488 的中 � 44506（4番人気）
複勝票数 計 607321 的中 � 63929（4番人気）� 142869（1番人気）� 113397（2番人気）
枠連票数 計 134453 的中 （4－6） 14347（3番人気）
馬連票数 計 631492 的中 �� 39443（4番人気）
馬単票数 計 285484 的中 �� 9733（7番人気）
ワイド票数 計 557152 的中 �� 30967（4番人気）�� 25492（7番人気）�� 59988（1番人気）
3連複票数 計1030271 的中 ��� 52332（2番人気）
3連単票数 計1113987 的中 ��� 8856（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．5―48．1―1：01．2―1：14．0―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F36．7
3 12，13（10，7，16）（4，3，15）（1，9）（5，8）（2，11）－14，6 4 ・（12，13）（10，7，16）（4，3，15）（11，9）（1，8）（2，5）14，6

勝馬の
紹 介

トーセンインディゴ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．8．23 新潟3着

2018．4．11生 牡3鹿 母 トーセンブリリアン 母母 パ ル セ イ ト 3戦1勝 賞金 6，900，000円

03004 1月30日 晴 重 （3東京1） 第1日 第4競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走11時40分 （ダート・左）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

69 タイセイスラッガー 牡3鹿 56 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム 522－ 41：36．7 32．0�
711� アナンシエーション 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 米 Colts Neck

Stables LLC 500＋ 8 〃 クビ 1．2�
68 ゲンパチフォルツァ 牡3鹿 56 武藤 雅平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 500＋ 41：37．01� 38．0�
11 メテオダヴリル 牝3鹿 54 三浦 皇成�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500＋ 81：37．21� 12．0�
57 ショウリノカンパイ 牝3鹿 54 田中 勝春平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 478± 01：37．41 10．7�
33 タマモブトウカイ 牡3鹿 56 田辺 裕信タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 458± 01：37．61� 40．3

710 メタスペクター 牡3芦 56 野中悠太郎松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464－ 61：37．81� 91．9�
44 ル ヴ ィ ア ス 牡3鹿 56 戸崎 圭太小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 原田 久司 532－ 61：37．9� 26．5�
45 プルスウルトラ 牡3栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 516＋ 8 〃 クビ 17．1
813 ペイシャオウユー 牝3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 460± 01：38．0クビ 172．6�
22 フィールザワールド 牡3鹿 56 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 464＋ 4 〃 ハナ 18．9�
812 レオカクテル 牡3栗 56 岩部 純二	レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 480－ 2 〃 ハナ 66．5�
56 � サハラヴァンクール 牡3鹿 56 藤井勘一郎首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 484＋ 4 〃 クビ 74．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 57，228，300円 複勝： 246，656，900円 枠連： 13，706，300円
馬連： 76，722，600円 馬単： 54，934，000円 ワイド： 82，145，500円
3連複： 121，801，300円 3連単： 218，355，700円 計： 871，550，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，200円 複 勝 � 370円 � 110円 � 470円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 620円 �� 4，300円 �� 950円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 101，930円

票 数

単勝票数 計 572283 的中 � 14299（7番人気）
複勝票数 計2466569 的中 � 42286（7番人気）� 1925312（1番人気）� 31674（8番人気）
枠連票数 計 137063 的中 （6－7） 14970（5番人気）
馬連票数 計 767226 的中 �� 45573（5番人気）
馬単票数 計 549340 的中 �� 7780（17番人気）
ワイド票数 計 821455 的中 �� 35566（5番人気）�� 4638（37番人気）�� 22393（7番人気）
3連複票数 計1218013 的中 ��� 10300（32番人気）
3連単票数 計2183557 的中 ��� 1553（222番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．7―12．6―13．0―12．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．4―48．0―1：01．0―1：13．4―1：24．8

コーナー
通過順位

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

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 4戦2勝 賞金 17，200，000円
〔発走状況〕 ルヴィアス号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ルヴィアス号の騎手戸崎圭太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔調教再審査〕 ルヴィアス号は，発走調教再審査。



03005 1月30日 晴 良 （3東京1） 第1日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

510 ボ ー デ ン 牡3鹿 56 川田 将雅吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：45．2 1．7�
11 トゥーフェイス 牡3鹿 56 木幡 巧也 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 482＋ 61：46．26 5．7�
35 ラインスプラッシュ 牡3黒鹿56 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 81：46．41� 77．3�
816 スフリエール 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458－ 41：46．71� 97．4�
12 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 506－ 41：46．8� 7．3�
23 エイムトゥルー 牡3青鹿56 田辺 裕信吉田 晴哉氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 81：46．9� 17．4	
48 ベルピエース 牡3青鹿56 石橋 脩子安 裕樹氏 田村 康仁 新冠 村上 進治 494＋ 2 〃 アタマ 6．7

713 ノアスマッシュ 牝3鹿 54 内田 博幸佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 416－ 41：47．21� 30．3�
24 ネイチャーシップ 牡3芦 56 丸田 恭介井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 470＋ 2 〃 クビ 181．7�
714 ディヴァインギフト 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 牧雄氏 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 440－ 81：47．41� 411．5
612 ドゥラヴィータ 牝3黒鹿54 北村 宏司会田 浩史氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－121：47．5クビ 249．8�
47 リエヴェメンテ 牝3鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 ハナ 21．7�
59 サンキューサンクス 牡3黒鹿56 津村 明秀田畑 利彦氏 池上 昌和 浦河 谷口牧場 446＋ 61：47．6� 60．6�
611 シャイニングパール 牝3鹿 54 大野 拓弥飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B422± 01：47．7� 102．0�
36 フジツボノミヤ 牝3青 54

51 ▲原 優介 �ブルースターズファーム 小手川 準 新ひだか 友田牧場 424－ 21：47．91� 109．9�
815 グローリアスヴェガ 牝3鹿 54 石川裕紀人日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 440－101：50．5大差 357．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，029，100円 複勝： 83，947，800円 枠連： 15，367，400円
馬連： 73，439，700円 馬単： 38，218，700円 ワイド： 70，359，500円
3連複： 119，977，100円 3連単： 149，311，100円 計： 608，650，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 720円 枠 連（1－5） 270円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，610円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 18，030円

票 数

単勝票数 計 580291 的中 � 270408（1番人気）
複勝票数 計 839478 的中 � 281676（1番人気）� 131554（2番人気）� 16833（8番人気）
枠連票数 計 153674 的中 （1－5） 43417（1番人気）
馬連票数 計 734397 的中 �� 105259（2番人気）
馬単票数 計 382187 的中 �� 39392（1番人気）
ワイド票数 計 703595 的中 �� 76702（1番人気）�� 10257（17番人気）�� 5287（25番人気）
3連複票数 計1199771 的中 ��� 11166（19番人気）
3連単票数 計1493111 的中 ��� 6002（50番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．2―11．4―11．8―12．2―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―34．7―46．1―57．9―1：10．1―1：21．7―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ボ ー デ ン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．13 中山2着

2018．2．16生 牡3鹿 母 ボージェスト 母母 アドマイヤグルーヴ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グローリアスヴェガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月28日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 セイーサ号・セラダエストレーラ号・ロレンツォ号

03006 1月30日 晴 良 （3東京1） 第1日 第6競走 1，600�3歳新馬
発走13時00分 （芝・左）

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
1：30．5
1：30．3

良
良

510 ラ ヴ ォ ル タ 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 478 ―1：36．0 2．7�
816 サンフローリス 牝3栗 54 嶋田 純次桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 444 ―1：36．11 46．2�
815 タイセイジェニー 牝3青鹿54 石橋 脩田中 成奉氏 池上 昌和 新冠 アラキフアーム 430 ―1：36．31 81．7�
713 フェアリーバローズ 牝3鹿 54 川田 将雅猪熊 広次氏 角居 勝彦 平取 二風谷ファーム 416 ― 〃 アタマ 3．0�
24 フロスティクォーツ 牡3黒鹿56 横山 武史ライオンレースホース	 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 474 ―1：36．51� 5．6

47 スズジャッカル 牡3黒鹿56 武士沢友治森 達郎氏 高橋 裕 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 504 ― 〃 ハナ 6．4�
714 ナッシュカッツェ 牝3栗 54 江田 照男西村 �平氏 本間 忍 日高 三輪牧場 444 ―1：36．6� 212．1�
11 ロードレイライン 牡3鹿 56 三浦 皇成 	ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 464 ― 〃 クビ 50．0
611 タッカーハート 牝3黒鹿54 武藤 雅小松崎 孝氏 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 440 ―1：36．81� 87．4�
12 スズアンジー 牝3鹿 54 野中悠太郎森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 434 ―1：37．01� 50．3�
36 ムーンライトベガ 牝3青鹿54 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 426 ―1：37．11 164．6�
48 ヘヴンリーレイン 牝3鹿 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ―1：38．16 31．6�
35 アサクサトラマル 牡3黒鹿56 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458 ―1：38．31� 200．2�
612 ラッキーフルーク 牝3黒鹿54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 青森 今川 満良 474 ―1：38．4� 123．4�
59 サトノブルーム 牝3鹿 54 北村 宏司 	サトミホースカンパニー 古賀 慎明 安平 追分ファーム 400 ― 〃 アタマ 22．3�
23 ニシノブライダル 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介西山 茂行氏 尾形 和幸 新ひだか 松本牧場 506 ―1：38．5クビ 22．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，131，000円 複勝： 56，662，100円 枠連： 13，976，400円
馬連： 62，586，700円 馬単： 29，822，100円 ワイド： 53，612，800円
3連複： 89，839，700円 3連単： 103，841，200円 計： 458，472，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 820円 � 1，600円 枠 連（5－8） 2，930円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 4，060円 �� 16，160円

3 連 複 ��� 56，710円 3 連 単 ��� 206，250円

票 数

単勝票数 計 481310 的中 � 139112（1番人気）
複勝票数 計 566621 的中 � 117896（2番人気）� 15162（9番人気）� 7455（12番人気）
枠連票数 計 139764 的中 （5－8） 3685（10番人気）
馬連票数 計 625867 的中 �� 8794（17番人気）
馬単票数 計 298221 的中 �� 2802（21番人気）
ワイド票数 計 536128 的中 �� 9948（13番人気）�� 3383（36番人気）�� 838（75番人気）
3連複票数 計 898397 的中 ��� 1188（120番人気）
3連単票数 計1038412 的中 ��� 365（455番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．6―12．5―12．5―11．7―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―36．4―48．9―1：01．4―1：13．1―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．6
3 7，10（2，13）11－（3，14）（6，15）（1，12，16）4，5，8，9 4 7，10（2，11，13）－14（3，15）（6，16）（1，12）4（8，5）－9

勝馬の
紹 介

ラ ヴ ォ ル タ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2018．4．11生 牝3鹿 母 フロアクラフト 母母 リッチダンサー 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 タカラネイビー号・デルマニョイリン号・マテラドリム号・ラヴィズポイズン号・リアングロワール号



03007 1月30日 晴 重 （3東京1） 第1日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 ロークアルルージュ 牡5芦 57 石川裕紀人尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム B566＋121：23．9 104．0�
24 ネイビーアッシュ 牝6青鹿55 C．ルメール 吉田 勝己氏 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 492－ 21：24．21� 2．8�
59 メルテッドハニー 牝4黒鹿54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 414＋ 41：24．3� 6．4�
36 ナガレボシトリキシ 牡5栗 57 蛯名 正義芳賀 克也氏 中野 栄治 日高 天羽牧場 514＋ 41：24．4クビ 11．7�
611	 プリンスチャーム 
4鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 栗田 徹 英 Aston Mul-

lins Stud 444＋ 61：24．72 19．1�
510 ダイチヴィット 牡4芦 56 江田 照男服部 英利氏 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 466＋101：24．8� 44．7�
12 レッドカルム 牝4黒鹿54 大野 拓弥 	東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 518＋ 2 〃 ハナ 14．2

47 ツインシップ 牡4芦 56 三浦 皇成合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 444＋ 4 〃 ハナ 46．6�
612 シアトルトウショウ 牝6青鹿55 丸田 恭介トウショウ産業	 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494± 01：25．11� 33．0�
23 � ジャヌーテソーロ 牡5黒鹿 57

54 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス	 田中 剛 新冠 石郷岡 雅樹 524－ 81：25．2� 109．9

11 テンサイドカップ 牝4鹿 54 内田 博幸天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 484＋181：25．41� 11．7�
714 ユキノヴェルデ 牡5鹿 57 野中悠太郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 512＋ 61：25．82� 182．4�
816 キタノユウキ 牡6鹿 57 木幡 巧也河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B554＋ 2 〃 クビ 7．5�
815 プ リ ン サ ン 牝4鹿 54

51 ▲小林 脩斗是枝 浩平氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 422± 01：26．11� 61．5�
713 ベルウッドヨウサン 
4鹿 56 北村 宏司鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 510＋141：26．52� 5．0�
35 	� ワンダーセトラ 牡7鹿 57 藤井勘一郎 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 米 Meg Buckley &
Mike Buckley 502± 01：27．35 255．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，197，000円 複勝： 71，719，600円 枠連： 14，363，400円
馬連： 75，651，900円 馬単： 31，470，400円 ワイド： 68，911，600円
3連複： 116，311，000円 3連単： 123，165，700円 計： 544，790，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，400円 複 勝 � 2，150円 � 130円 � 210円 枠 連（2－4） 4，130円

馬 連 �� 17，830円 馬 単 �� 43，380円

ワ イ ド �� 5，080円 �� 11，110円 �� 450円

3 連 複 ��� 43，960円 3 連 単 ��� 528，370円

票 数

単勝票数 計 431970 的中 � 3322（13番人気）
複勝票数 計 717196 的中 � 5495（15番人気）� 200748（1番人気）� 84203（3番人気）
枠連票数 計 143634 的中 （2－4） 2692（20番人気）
馬連票数 計 756519 的中 �� 3287（48番人気）
馬単票数 計 314704 的中 �� 544（106番人気）
ワイド票数 計 689116 的中 �� 3303（52番人気）�� 1499（79番人気）�� 44036（2番人気）
3連複票数 計1163110 的中 ��� 1984（125番人気）
3連単票数 計1231657 的中 ��� 169（1129番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．8―12．3―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．4―58．7―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロークアルルージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2018．8．25 札幌1着

2016．2．19生 牡5芦 母 ルージュクール 母母 Sunday Valentine 14戦2勝 賞金 18，220，000円
〔制裁〕 メルテッドハニー号の騎手柴田善臣は，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：5番）

03008 1月30日 晴 重 （3東京1） 第1日 第8競走 ��2，100�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）

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
2：06．7
2：05．9

良
良

23 ギガバッケン 牡6鹿 57 藤井勘一郎 �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＋ 62：10．2 25．7�

35 モ ル タ ル 牡4芦 56 C．ルメール 阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 476± 02：10．3� 2．3�
58 テイストオブハニー 牝4鹿 54 武藤 雅�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 548± 02：10．4クビ 29．7�
610 トレイントレイン 牡5黒鹿57 北村 宏司�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B520－ 22：10．5� 120．1�
712 サトノパシュート 牡4黒鹿56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 5．2�
713	 ディスカバー 
7鹿 57

54 ▲原 優介村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B468＋ 62：10．92 39．3	
34 ロードセッション 牡4鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 514＋ 82：11．11� 9．6

815 フリーフロー 牡4栗 56 大野 拓弥里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 478＋ 42：11．2� 7．2�
11 	 マイネルイヴィンス 
5栗 57 内田 博幸永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B512＋ 4 〃 アタマ 45．2�
22 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± 02：11．73 72．6
46 キャベンディッシュ 牡6栗 57 田辺 裕信本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 514＋ 8 〃 アタマ 30．3�
59 クロカドッグ 牡4鹿 56 野中悠太郎�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 524＋ 22：12．02 73．8�
47 	 デ ス ト ロ イ 牡7栗 57 江田 照男諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B524± 02：12．1アタマ 131．7�
611 ナックジーニアス 牡4栗 56 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 522＋12 〃 ハナ 5．4�
814	 シャドウアロング 
5鹿 57 横山 武史飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 ハナ 51．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，798，700円 複勝： 85，780，100円 枠連： 18，044，600円
馬連： 89，320，600円 馬単： 38，046，100円 ワイド： 79，654，300円
3連複： 139，055，400円 3連単： 155，759，900円 計： 660，459，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，570円 複 勝 � 430円 � 140円 � 500円 枠 連（2－3） 2，160円

馬 連 �� 3，210円 馬 単 �� 9，820円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 4，480円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 14，790円 3 連 単 ��� 129，350円

票 数

単勝票数 計 547987 的中 � 17044（6番人気）
複勝票数 計 857801 的中 � 41258（6番人気）� 235398（1番人気）� 34223（8番人気）
枠連票数 計 180446 的中 （2－3） 6464（9番人気）
馬連票数 計 893206 的中 �� 21546（12番人気）
馬単票数 計 380461 的中 �� 2903（29番人気）
ワイド票数 計 796543 的中 �� 19102（12番人気）�� 4426（44番人気）�� 18024（13番人気）
3連複票数 計1390554 的中 ��� 7049（48番人気）
3連単票数 計1557599 的中 ��� 873（377番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．4―12．5―12．3―12．4―12．7―12．3―12．6―12．2―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．5―30．9―43．4―55．7―1：08．1―1：20．8―1：33．1―1：45．7―1：57．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギガバッケン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．10．22 東京14着

2015．2．18生 牡6鹿 母 ウインディーヒル 母母 ブリュメール 26戦3勝 賞金 39，053，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



03009 1月30日 晴 重 （3東京1） 第1日 第9競走 ��1，400�
ぎんてい

銀蹄ステークス
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，2．2．1以降3．1．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 タガノビューティー 牡4鹿 55 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 516＋ 21：22．7 3．7�

816� ピ ン シ ャ ン 牡4栗 54 横山 武史冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With
Me Stables Inc. 464－ 4 〃 アタマ 13．3�

59 フィールザファラオ 牡6黒鹿54 柴田 善臣櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 472＋ 2 〃 ハナ 39．5�
35 エピックアン 牡6芦 55 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B510＋ 41：22．8クビ 28．9�
48 プロスパラスデイズ �6鹿 54 田中 勝春ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 81：23．12 19．6�
611 トラストロン 牝6黒鹿53 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 460＋ 2 〃 ハナ 23．4�
815 ムーランアンディゴ �4鹿 54 津村 明秀村上 卓史氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 488＋ 61：23．2クビ 7．4	
12 � イモータルスモーク 牡4鹿 55 M．デムーロ
レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

508＋ 81：23．3� 15．5�
612 バーンフライ 牡6黒鹿56 武士沢友治
ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494－ 81：23．51� 82．0�
24 ハルクンノテソーロ 牡7黒鹿54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス
 高木 登 新冠 長浜牧場 480＋ 21：24．03 70．7
714 ロジヒューズ 牝6鹿 53 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 B498－ 21：24．1	 15．2�
11 スーパーアキラ 牡6栗 54 丸田 恭介井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B522－ 2 〃 クビ 42．1�
36 � カフェクラウン 牡5鹿 56 C．ルメール 西川 光一氏 堀 宣行 米

Jason Litt, Litt Fam-
ily Horse Trust &
Alex Solis II

524－ 21：24．2クビ 4．2�
510 ファシネートゼット 牝4栗 53 川田 将雅高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 468－ 41：24．3� 5．8�
713 ホウオウスクラム 牡6栗 55 藤井勘一郎小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 532＋ 61：24．41 38．1�
23 パ レ ニ ア 牝5鹿 52 小林 脩斗今村 明浩氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 500＋ 2 〃 ハナ 102．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，637，800円 複勝： 124，469，800円 枠連： 28，425，400円
馬連： 151，503，700円 馬単： 53，618，300円 ワイド： 133，370，600円
3連複： 265，749，800円 3連単： 242，811，300円 計： 1，071，586，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 440円 � 750円 枠 連（4－8） 810円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，430円 �� 5，560円

3 連 複 ��� 18，230円 3 連 単 ��� 58，270円

票 数

単勝票数 計 716378 的中 � 153768（1番人気）
複勝票数 計1244698 的中 � 252930（1番人気）� 65422（6番人気）� 35299（12番人気）
枠連票数 計 284254 的中 （4－8） 27106（3番人気）
馬連票数 計1515037 的中 �� 46563（6番人気）
馬単票数 計 536183 的中 �� 9557（10番人気）
ワイド票数 計1333706 的中 �� 38388（6番人気）�� 24082（15番人気）�� 5961（59番人気）
3連複票数 計2657498 的中 ��� 10929（63番人気）
3連単票数 計2428113 的中 ��� 3021（158番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―11．9―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．5―46．4―58．5―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノビューティー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．8．10 新潟1着

2017．3．16生 牡4鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 12戦4勝 賞金 83，330，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）18頭 アイオライト号・エアコンヴィーナ号・エスタジ号・オーバーディリバー号・カルリーノ号・グトルフォス号・

クレマンダルザス号・グレートウォリアー号・グローリーグローリ号・サンタナブルー号・スマートアルタイル号・
セイウンクールガイ号・セプタリアン号・ダンサクドゥーロ号・ターゲリート号・バンブトンハート号・
プレシャスルージュ号・メガオパールカフェ号

03010 1月30日 晴 良 （3東京1） 第1日 第10競走 ��
��1，400�クロッカスステークス（Ｌ）

発走15時10分 （芝・左）
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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

11 ス ト ラ イ プ 牝3黒鹿54 田辺 裕信佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 514＋ 41：22．2 2．2�
89 レ ガ ト ゥ ス 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 550－ 21：22．41	 4．1�
78 ニシノアジャスト 牡3青鹿56 三浦 皇成西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 522－ 41：22．51 5．0�
44 メインターゲット 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 500－ 41：22．6
 28．8�
66 ブルーシンフォニー 牡3鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 21：22．7
 7．4�
77 ロンギングバース 牡3鹿 56 石橋 脩坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 462＋ 61：22．8
 18．4	
33 ユキノファラオ 牡3鹿 56 横山 武史井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 61：22．9
 9．8

55 � ア ス カ ロ ン 牡3鹿 56 北村 宏司小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family

Stables, LLC 478－ 41：23．43 71．8�
22 � マテーラフレイバー 牡3鹿 56 内田 博幸尾田 信夫氏 福永 敏 白老 習志野牧場 448－ 61：23．72 87．8�

（大井）

810 リヴェルサス 牡3栗 56 武士沢友治伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 444± 01：24．23 220．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 80，021，000円 複勝： 105，723，200円 枠連： 17，415，300円
馬連： 152，212，100円 馬単： 62，247，800円 ワイド： 85，924，200円
3連複： 176，093，300円 3連単： 293，900，300円 計： 973，537，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連（1－8） 560円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 240円 �� 200円 �� 390円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，580円

票 数

単勝票数 計 800210 的中 � 290909（1番人気）
複勝票数 計1057232 的中 � 304726（1番人気）� 191626（2番人気）� 185586（3番人気）
枠連票数 計 174153 的中 （1－8） 23983（2番人気）
馬連票数 計1522121 的中 �� 198403（2番人気）
馬単票数 計 622478 的中 �� 46536（3番人気）
ワイド票数 計 859242 的中 �� 91971（2番人気）�� 118986（1番人気）�� 48205（6番人気）
3連複票数 計1760933 的中 ��� 182024（1番人気）
3連単票数 計2939003 的中 ��� 82407（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．9―37．0―48．8―59．9―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．4
3 5，7（1，4）（2，8，9）10（3，6） 4 ・（5，7）9（1，4）8（2，6，10）3

勝馬の
紹 介

ス ト ラ イ プ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．8．15 新潟6着

2018．3．25生 牝3黒鹿 母 グレイスフラワー 母母 ジャッキーテースト 4戦2勝 賞金 31，017，000円

追 加 記 事（第 1回中山競馬第 5日第 5競走）
〔その他〕　　ロケーション号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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。



03011 1月30日 晴 良 （3東京1） 第1日 第11競走 ��
��2，000�

し ら ふ じ

白富士ステークス（Ｌ）
発走15時45分 （芝・左）
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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

56 ポ タ ジ ェ 牡4鹿 55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：59．0 2．0�

813 サンレイポケット 牡6黒鹿56 横山 武史永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 472－121：59．1クビ 3．5�
57 フ ラ ン ツ 牡6鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 452＋14 〃 クビ 26．6�
44 アフリカンゴールド 	6栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 41：59．2
 63．3�
33 ギ ベ オ ン 牡6鹿 59 戸崎 圭太 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 500－ 41：59．41� 39．8	
68 ビターエンダー 牡4鹿 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 484＋ 8 〃 ハナ 7．7

710 オウケンムーン 牡6鹿 57 吉田 豊福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 85．1�
711 レッドサイオン 	5鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 444－ 21：59．5クビ 73．9�
11 ゴールドギア 牡6黒鹿56 三浦 皇成有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 486－ 21：59．6
 61．4
45 アトミックフォース 牡5鹿 57 武藤 雅吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 494＋281：59．7
 12．0�
69 マイネルファンロン 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 21：59．91
 82．9�
22 リンディーホップ 牝6青鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋102：00．11� 55．5�
812 ブレステイキング 牡6鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 502＋102：00．63 9．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 158，590，400円 複勝： 198，463，400円 枠連： 62，193，000円
馬連： 366，460，600円 馬単： 152，729，900円 ワイド： 247，194，900円
3連複： 587，923，000円 3連単： 814，426，000円 計： 2，587，981，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 370円 枠 連（5－8） 250円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 200円 �� 780円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 6，380円

票 数

単勝票数 計1585904 的中 � 627764（1番人気）
複勝票数 計1984634 的中 � 632473（1番人気）� 399655（2番人気）� 79999（6番人気）
枠連票数 計 621930 的中 （5－8） 187169（1番人気）
馬連票数 計3664606 的中 �� 627803（1番人気）
馬単票数 計1527299 的中 �� 167796（1番人気）
ワイド票数 計2471949 的中 �� 406997（1番人気）�� 70766（8番人気）�� 52110（11番人気）
3連複票数 計5879230 的中 ��� 179616（6番人気）
3連単票数 計8144260 的中 ��� 92451（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―25．2―37．3―48．7―1：00．7―1：12．7―1：24．3―1：35．6―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ タ ジ ェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．9．29 中山1着

2017．2．4生 牡4鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 8戦5勝 賞金 92，892，000円

03012 1月30日 晴 良 （3東京1） 第1日 第12競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走16時25分 （芝・左）

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
1：44．2
1：43．9

良
良

611 ヤ シ ャ マ ル 牡4黒鹿56 横山 武史高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 510＋141：48．5 2．2�
713 ダイワクンナナ 牝4鹿 54 田辺 裕信大城 正一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496± 01：48．71� 11．6�
47 フィリアーノ 牡5芦 57 津村 明秀吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：49．01� 29．3�
712 ウインアルカンナ 牝4黒鹿54 石川裕紀人�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 2 〃 アタマ 34．2�
814 ビバヴィットーリオ 牡4鹿 56 川田 将雅平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 530＋ 61：49．1� 10．2�
815 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 B482－ 21：49．2クビ 13．0	
22 コスモスタック 牡4黒鹿56 武藤 雅 
ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 460－ 2 〃 ハナ 121．4�
11 サクラヴァルール 牡4黒鹿56 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 484＋ 81：49．41� 17．1�
35 レベンディス 	4栗 56 三浦 皇成 
シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 494－ 4 〃 クビ 6．3
46 レッドサーシャ 牝4栗 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 472＋141：49．5� 77．1�
23 
 クィーンビー 牝8鹿 55 野中悠太郎
和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 510＋ 21：49．6� 207．5�
58 レインカルナティオ 牡4鹿 56 C．ルメール 
サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：49．7� 4．4�
610 ローズパルファン 牝4鹿 54

51 ▲原 優介 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 432＋ 41：50．01� 50．8�
34 アトムアストレア 牝6鹿 55 木幡 巧也永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 470± 01：50．21� 402．3�
59 
 オールイズスパーブ 牝5青鹿55 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 440－181：51．69 337．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 115，468，400円 複勝： 143，898，300円 枠連： 36，983，100円
馬連： 194，449，200円 馬単： 82，960，200円 ワイド： 162，916，900円
3連複： 312，714，900円 3連単： 389，311，900円 計： 1，438，702，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 290円 � 540円 枠 連（6－7） 820円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，170円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 9，770円 3 連 単 ��� 31，910円

票 数

単勝票数 計1154684 的中 � 402361（1番人気）
複勝票数 計1438983 的中 � 426812（1番人気）� 106021（5番人気）� 49017（8番人気）
枠連票数 計 369831 的中 （6－7） 34671（3番人気）
馬連票数 計1944492 的中 �� 117909（4番人気）
馬単票数 計 829602 的中 �� 32297（6番人気）
ワイド票数 計1629169 的中 �� 83207（4番人気）�� 35325（13番人気）�� 11315（37番人気）
3連複票数 計3127149 的中 ��� 23985（34番人気）
3連単票数 計3893119 的中 ��� 8844（100番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．6―12．8―12．6―12．3―11．1―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．1―49．9―1：02．5―1：14．8―1：25．9―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

ヤ シ ャ マ ル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．11．3 東京5着

2017．4．5生 牡4黒鹿 母 シャインプレジャー 母母 ウィンヒストリー 12戦2勝 賞金 28，670，000円



（3東京1）第1日 1月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 178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

237，010，000円
5，620，000円
28，740，000円
1，230，000円
28，580，000円
75，351，000円
4，895，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
806，767，300円
1，298，165，400円
261，503，500円
1，428，733，800円
631，693，200円
1，149，188，700円
2，225，620，200円
2，819，569，500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 10，621，241，600円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回東京競馬第1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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