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03013 1月31日 晴 重 （3東京1） 第2日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10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
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 グアドループ 牡3栗 56 C．ルメール 平井 裕氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 538＋121：25．5 3．4�
612 エバーサニーハート 牡3黒鹿56 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 494＋ 2 〃 ハナ 5．6�
24 � タ ピ テ ー ル 牝3芦 54 田辺 裕信吉田 千津氏 黒岩 陽一 米 Teruya

Yoshida 496－121：25．82 2．2�
48 � キトゥンズルンバ 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 米

Frederick M. Allor,
Kenneth L. Ramsey
& Sarah K. Ramsey

472＋101：26．11� 14．9�
713 マ ラ ド ー ナ 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗中村 智幸氏 岩戸 孝樹 浦河 バンブー牧場 B474＋ 61：26．2� 101．4�
47 サンエルセントロ 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 シンボリ牧場 444－ 6 〃 ハナ 13．2	
35 セイウンオードリー 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 504＋ 61：26．62� 15．4

36 オープンワールド 牡3青鹿56 戸崎 圭太�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 472± 01：26．7� 18．5�
12 ブリエヴェール 牡3青鹿56 石川裕紀人 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462－ 21：26．8� 102．4�
23 アポロドリーム 牝3鹿 54 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 490－101：27．43� 123．4
714 ブラウンザウバー 牡3栗 56 野中悠太郎キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 478＋141：27．93 345．5�
816 フラッシュヒーロー 牡3鹿 56 杉原 誠人田頭 勇貴氏 的場 均 日高 滝本 健二 458＋ 2 〃 ハナ 379．5�
59 ピンクマジック 牡3栗 56 津村 明秀�飛渡牧場 牧 光二 新冠 飛渡牧場 488± 01：28．11� 87．5�
815 カラドボルグ 牡3栗 56 酒井 学田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 沖田牧場 476± 01：28．2� 68．3�
510 ラ ウ ン シ ー 牝3黒鹿54 木幡 巧也ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 4 〃 ハナ 45．0�
11 キタノイブラン 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 タニグチ牧場 492＋201：29．05 243．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，305，000円 複勝： 72，711，500円 枠連： 17，773，600円
馬連： 77，942，400円 馬単： 36，275，000円 ワイド： 70，814，700円
3連複： 133，168，400円 3連単： 144，615，300円 計： 598，605，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 130円 � 110円 枠 連（6－6） 1，310円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 380円 �� 210円 �� 230円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 4，740円

票 数

単勝票数 計 453050 的中 � 104229（2番人気）
複勝票数 計 727115 的中 � 141553（2番人気）� 134730（3番人気）� 195075（1番人気）
枠連票数 計 177736 的中 （6－6） 10437（6番人気）
馬連票数 計 779424 的中 �� 50570（4番人気）
馬単票数 計 362750 的中 �� 14726（6番人気）
ワイド票数 計 708147 的中 �� 41165（3番人気）�� 94424（1番人気）�� 80274（2番人気）
3連複票数 計1331684 的中 ��� 143179（1番人気）
3連単票数 計1446153 的中 ��� 22090（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．4―12．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．4―47．8―1：00．6―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グアドループ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Aldebaran デビュー 2020．6．14 東京2着

2018．2．23生 牡3栗 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 5戦1勝 賞金 11，440，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 スパラキシス号・ナンヨーノワール号・ネイチャーラブリー号・ノーリス号

03014 1月31日 晴 重 （3東京1） 第2日 第2競走 2，100�3歳未勝利
発走10時40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
2：06．7
2：05．9

良
良

714 サトノバトラー 牡3鹿 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B494＋ 22：12．3 5．8�
713 ラヴォラーレ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 506－ 42：12．72� 25．6�
816 ショスタコーヴィチ 牡3芦 56 北村 宏司原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 434－ 22：13．02 23．0�
612 ナリノヴィエンヌ 牡3鹿 56 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 530－ 42：13．63� 28．3�
35 ソウシュラリクリ 牡3黒鹿56 内田 博幸村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 446－10 〃 ハナ 86．4�
815 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 516－ 42：13．7クビ 6．7	
23 アミラルレジェンド 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 506－ 22：13．8� 5．8

47 キタノウズシオ 牡3鹿 56 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 三石川上牧場 B506－ 42：14．54 40．9�
48 タスマンハイウェイ 牡3黒鹿56 横山 武史吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム B520－ 42：14．71� 2．8�
611 ホウオウリアリティ 牡3栗 56 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474－ 22：14．8� 5．2
36 トラストガイア 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗菅波立知子氏 高木 登 新冠 有限会社 大
作ステーブル 486＋ 22：16．18 97．7�

24 ウインレヴェランス 牡3黒鹿56 野中悠太郎�ウイン 清水 英克 青森 マルシチ牧場 B488± 02：16．2� 131．7�
11 タイプチョウサン 牡3鹿 56 柴田 善臣�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 404＋ 22：17．910 65．3�
510 セイカスタディオン �3芦 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 474－ 82：18．0クビ 28．5�
12 ライントリガー 牡3栗 56 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 564－10 〃 クビ 209．3�

（15頭）
59 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，735，700円 複勝： 63，065，200円 枠連： 11，879，900円
馬連： 64，081，600円 馬単： 28，713，100円 ワイド： 57，534，100円
3連複： 98，592，800円 3連単： 102，313，600円 計： 463，916，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 250円 � 710円 � 460円 枠 連（7－7） 6，590円

馬 連 �� 6，760円 馬 単 �� 10，110円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 1，470円 �� 5，780円

3 連 複 ��� 36，120円 3 連 単 ��� 157，150円

票 数

単勝票数 差引計 377357（返還計 4081） 的中 � 51282（3番人気）
複勝票数 差引計 630652（返還計 4359） 的中 � 76423（5番人気）� 20912（8番人気）� 34730（6番人気）
枠連票数 差引計 118799（返還計 38） 的中 （7－7） 1397（19番人気）
馬連票数 差引計 640816（返還計 7134） 的中 �� 7339（19番人気）
馬単票数 差引計 287131（返還計 3277） 的中 �� 2128（29番人気）
ワイド票数 差引計 575341（返還計 5781） 的中 �� 7401（20番人気）�� 10279（15番人気）�� 2512（46番人気）
3連複票数 差引計 985928（返還計 18315） 的中 ��� 2047（89番人気）
3連単票数 差引計1023136（返還計 20789） 的中 ��� 472（417番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―12．7―12．6―12．7―12．5―12．8―13．1―12．8―12．0―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．5―31．2―43．8―56．5―1：09．0―1：21．8―1：34．9―1：47．7―1：59．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノバトラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dushyantor デビュー 2020．11．22 東京4着

2018．2．16生 牡3鹿 母 ベルワトリング 母母 Biala 4戦1勝 賞金 6，970，000円
〔出走取消〕 クープドゥフランス号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ソウシュラリクリ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 テイエムユキマイ号・ノーザンピーク号・マイネルオラトリオ号

第１回 東京競馬 第２日



03015 1月31日 晴 重 （3東京1） 第2日 第3競走 1，600�3歳未勝利
発走11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
1：33．8
1：33．3

重
良

510 パ ラ ノ イ ド 牝3鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 466－ 41：38．8 4．7�
612 ヴァルキリードレス 牝3栗 54 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 440＋ 41：38．9クビ 13．5�
816 ビーマイセルフ 牝3青鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 440＋ 41：39．0� 3．5�
714 ノアファンタジー 牝3鹿 54 柴田 善臣佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 468± 0 〃 クビ 16．8�
611 ペイシャレン 牝3栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 450－ 21：39．74 68．7	
36 ワイケイダリヤ 牝3栗 54 内田 博幸鹿妻 明弘氏 小手川 準 新冠 川島牧場 476＋ 81：40．01� 13．0

11 ベネフィサンス 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482＋ 2 〃 アタマ 5．5�

35 ム テ ィ 牝3鹿 54 木幡 巧也木部 厳生氏 堀井 雅広 日高 木部ファーム 432± 01：40．1� 143．7�
23 クアドリフォリオ 牝3黒鹿54 酒井 学�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 41：40．2� 108．1
713 エピックデイ 牝3栗 54 杉原 誠人 �京都ホースレーシング 畠山 吉宏 浦河 鎌田 正嗣 438－ 21：40．62� 90．8�
59 シーズナルウィンド 牝3青鹿54 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 422－ 6 〃 クビ 8．7�
48 タ カ ハ ギ 牝3黒鹿54 江田 照男髙岸 順一氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 480＋ 41：40．81� 53．5�
47 タンキエットゥ 牝3芦 54

51 ▲原 優介岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 原 弘之 486－ 21：41．54 251．0�
815 ラッキーフレイム 牝3鹿 54 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 442± 01：42．24 214．1�
12 デルマヒジリ 牝3青 54 横山 武史浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494－ 81：42．3� 5．6�
24 ディスコード 牝3鹿 54 嘉藤 貴行ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526－101：44．4大差 152．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，267，100円 複勝： 53，881，000円 枠連： 16，592，800円
馬連： 65，255，100円 馬単： 27，674，800円 ワイド： 54，020，600円
3連複： 99，383，700円 3連単： 104，024，000円 計： 454，099，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 350円 � 140円 枠 連（5－6） 2，310円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 350円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 29，310円

票 数

単勝票数 計 332671 的中 � 55995（2番人気）
複勝票数 計 538810 的中 � 88000（2番人気）� 28893（8番人気）� 119309（1番人気）
枠連票数 計 165928 的中 （5－6） 5561（9番人気）
馬連票数 計 652551 的中 �� 13667（14番人気）
馬単票数 計 276748 的中 �� 3355（24番人気）
ワイド票数 計 540206 的中 �� 13087（13番人気）�� 43702（1番人気）�� 13138（12番人気）
3連複票数 計 993837 的中 ��� 20085（8番人気）
3連単票数 計1040240 的中 ��� 2573（97番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．2―12．6―12．8―12．7―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．6―48．2―1：01．0―1：13．7―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ラ ノ イ ド �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．20 東京15着

2018．2．18生 牝3鹿 母 カーヴィシャス 母母 モンローブロンド 4戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディスコード号は，「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。

03016 1月31日 晴 重 （3東京1） 第2日 第4競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走11時40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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 グロリアスホープ 牡5鹿 57 田辺 裕信�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B516＋ 81：38．1 4．4�
510 シ ハ ー ブ 牡5青 57 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 550＋141：38．2� 2．0�
12 サイモンルグラン 牡4鹿 56 蛯名 正義澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 508－ 21：38．3� 24．6�
47 ジェイケイエース 牡5鹿 57 木幡 巧也小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 544± 01：38．41 80．3�
612 ミストラルウインド 牡4青鹿 56

53 ▲原 優介島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 470＋ 21：38．5� 38．8	

815� ディーププリモ 牡5鹿 57 野中悠太郎ライオンレースホース
 根本 康広 登別 登別上水牧場 490＋161：38．71 275．8�
816� ファストーゾ 牝4鹿 54 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 500－13 〃 ハナ 17．6�
24 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 510－101：38．91� 12．1
611� パワポケプリメーロ 牡4栗 56 柴田 善臣柳原 達也氏 中野 栄治 新ひだか グランド牧場 416－141：39．1� 51．0�
714 ジューンバラード 牝5青鹿 55

52 ▲小林 脩斗吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 438＋ 2 〃 ハナ 179．7�
48 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± 01：39．2� 97．0�
36 ミヤビマドンナ 牝4鹿 54 三浦 皇成村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 476＋26 〃 ハナ 4．7�
59 シンクロゲイザー 牡4黒鹿56 酒井 学松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 454＋ 41：39．62� 236．5�
23 カガジャスティス 牡4鹿 56 江田 照男香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 532＋ 61：40．13� 39．1�
35 � フライオールデイズ 牡6黒鹿57 津村 明秀岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 506＋ 21：40．63 37．0�
11 ルミナスナイト 牝4栗 54 武藤 雅岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド B516＋ 41：41．13 115．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，197，500円 複勝： 57，656，000円 枠連： 12，196，000円
馬連： 71，268，100円 馬単： 37，017，400円 ワイド： 63，739，400円
3連複： 119，247，400円 3連単： 150，706，500円 計： 555，028，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 120円 � 380円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 280円 �� 840円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 13，140円

票 数

単勝票数 計 431975 的中 � 76982（2番人気）
複勝票数 計 576560 的中 � 107048（2番人気）� 171446（1番人気）� 23664（6番人気）
枠連票数 計 121960 的中 （5－7） 18560（2番人気）
馬連票数 計 712681 的中 �� 124179（1番人気）
馬単票数 計 370174 的中 �� 21638（3番人気）
ワイド票数 計 637394 的中 �� 66089（1番人気）�� 17931（8番人気）�� 17498（9番人気）
3連複票数 計1192474 的中 ��� 37612（3番人気）
3連単票数 計1507065 的中 ��� 8312（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．8―48．7―1：01．6―1：14．0―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロリアスホープ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 Danehill デビュー 2019．1．12 中山10着

2016．3．27生 牡5鹿 母 マ イ ホ ー プ 母母 Lady Elgar 19戦2勝 賞金 28，920，000円



03017 1月31日 晴 良 （3東京1） 第2日 第5競走 1，600�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
1：30．5
1：30．3

良
良

816 クロンターフ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋141：34．0 6．7�
714 ボルゾーバー 牡3鹿 56 戸崎 圭太尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 荻伏三好フ

アーム 464－ 21：34．31� 23．8�
23 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 482－ 6 〃 クビ 3．8�
35 ヴ ル カ ー ノ 牡3鹿 56 柴田 善臣宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 490＋101：34．51 12．8�
510 アークライト 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 524＋14 〃 クビ 2．1	
11 セレンゲティ 牝3芦 54 横山 武史 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：34．81� 23．6

47 ユキヤコンコン 牝3芦 54 田辺 裕信椎名 節氏 上原 博之 浦河 杵臼牧場 466＋101：35．12 28．9�
48 インディペンデント 牡3鹿 56 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 468＋ 21：35．2� 7．9�
36 ゲッレールト 牝3鹿 54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464＋141：35．3� 43．0
611 ヤマニンアマルタス 牝3黒鹿54 田中 勝春土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 418± 0 〃 クビ 158．5�
24 プンタアレナス �3芦 56 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 456－ 41：35．4クビ 162．3�
59 レ ヴ ォ リ オ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �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 472＋ 21：35．71� 73．3�
815 サ イ ウ ン 牝3鹿 54 杉原 誠人中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 474＋ 61：36．01� 455．3�
713 マントゥノン 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介志村 鑑彦氏 尾形 和幸 浦河 大北牧場 444＋ 41：36．21� 307．5�
12 サンテティエンヌ 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 勝己氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 386－10 〃 クビ 193．1�
612 ブルージルコン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 456－ 21：39．7大差 374．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，584，300円 複勝： 88，777，000円 枠連： 14，168，500円
馬連： 84，418，900円 馬単： 45，453，500円 ワイド： 73，415，600円
3連複： 124，348，800円 3連単： 169，827，700円 計： 663，994，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 240円 � 480円 � 160円 枠 連（7－8） 7，340円

馬 連 �� 9，160円 馬 単 �� 16，030円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 490円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 8，280円 3 連 単 ��� 76，330円

票 数

単勝票数 計 635843 的中 � 75538（3番人気）
複勝票数 計 887770 的中 � 95970（4番人気）� 38197（6番人気）� 172693（2番人気）
枠連票数 計 141685 的中 （7－8） 1494（19番人気）
馬連票数 計 844189 的中 �� 7137（25番人気）
馬単票数 計 454535 的中 �� 2126（40番人気）
ワイド票数 計 734156 的中 �� 7673（25番人気）�� 41170（4番人気）�� 16871（12番人気）
3連複票数 計1243488 的中 ��� 11260（29番人気）
3連単票数 計1698277 的中 ��� 1613（211番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―12．0―12．2―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．7―46．7―58．9―1：10．5―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロンターフ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Oratorio デビュー 2020．9．6 新潟7着

2018．3．31生 牡3鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔その他〕 ブルージルコン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ブルージルコン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月28日まで出走できない。

03018 1月31日 晴 良 （3東京1） 第2日 第6競走 ��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

816 エクランドール 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430 ―1：51．0 2．9�
612 ホウオウサミット 牡3鹿 56 横山 武史小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 500 ― 〃 ハナ 2．0�
59 アヒージョケッパー 牝3芦 54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 436 ―1：51．63� 28．9�
24 マンインザミラー 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478 ―1：51．7� 4．2�
510 ノーブルパレス 牡3鹿 56 宮崎 北斗吉木 伸彦氏 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 450 ― 〃 クビ 44．8	
47 タ ン タ イ ド 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 404 ―1：51．8� 243．7

714 ウインシュクラン 牡3栗 56 石川裕紀人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 452 ―1：52．43� 60．8�
35 ネ ズ コ 牝3黒鹿54 武藤 雅 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 日高 浦新 徳司 442 ― 〃 クビ 38．0�
36 ホワイトアイ 牝3鹿 54 北村 宏司窪田 康志氏 久保田貴士 様似 猿倉牧場 462 ―1：52．82� 110．0
815 ゼンノベールアップ 牝3栗 54

51 ▲原 優介大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 486 ―1：53．0� 258．5�
48 アクトゥリアン 牝3鹿 54 柴田 大知髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 松田牧場 456 ―1：53．1� 248．1�

23 ローラズウィシュ 牝3青 54 田中 勝春�佐藤牧場 小島 茂之 新冠 佐藤牧場 518 ― 〃 クビ 134．7�
（法529）

11 ハギノクレド 牡3鹿 56 蛯名 正義安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 452 ―1：53．2� 80．0�
611 ゴーフォーゴールド 牡3鹿 56 武士沢友治村井 良孝氏 水野 貴広 日高 新井 昭二 508 ―1：53．62� 239．5�
713 フジマサインパクト 牡3鹿 56 田辺 裕信藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 428 ―1：54．34 21．3�
12 ラ ン ト レ 牡3鹿 56 野中悠太郎柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480 ―1：55．57 235．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，037，000円 複勝： 52，744，600円 枠連： 16，535，300円
馬連： 73，508，700円 馬単： 40，562，400円 ワイド： 59，662，100円
3連複： 112，664，800円 3連単： 159，852，700円 計： 581，567，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 110円 � 310円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 180円 �� 980円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 7，300円

票 数

単勝票数 計 660370 的中 � 180808（2番人気）
複勝票数 計 527446 的中 � 110128（2番人気）� 172667（1番人気）� 25329（5番人気）
枠連票数 計 165353 的中 （6－8） 41092（1番人気）
馬連票数 計 735087 的中 �� 180864（1番人気）
馬単票数 計 405624 的中 �� 47861（2番人気）
ワイド票数 計 596621 的中 �� 111563（1番人気）�� 12769（10番人気）�� 21312（5番人気）
3連複票数 計1126648 的中 ��� 35298（4番人気）
3連単票数 計1598527 的中 ��� 15865（13番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―13．0―13．1―13．0―12．9―11．7―10．9―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―38．3―51．4―1：04．4―1：17．3―1：29．0―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

エクランドール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Green Tune 初出走

2018．4．15生 牝3鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 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 ジョイアスチャント号・ディキシーデイズ号・ペトログリフ号・ヤマニンフィスキオ号・ルタピヴォラン号



03019 1月31日 晴 稍重 （3東京1） 第2日 第7競走 2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

44 アポロティアモ 牡4栗 56 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 498－ 62：12．5 1．8�
88 スキルショット 牡4鹿 56 木幡 巧也横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 496＋142：13．02� 9．4�
22 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 520－102：13．63� 11．6�
77 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± 02：14．13 2．6�
66 � 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 496－ 4 〃 クビ 128．7�
11 ダルムシュタット �4鹿 56 内田 博幸村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B468± 02：14．52� 45．7	
55 サンロックランド 牡4鹿 56 野中悠太郎 
加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 506－ 22：14．6� 9．4�
33 ボーイズオブサマー �5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 502－ 22：15．23� 162．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 48，943，600円 複勝： 88，501，800円 枠連： 発売なし
馬連： 66，425，900円 馬単： 40，678，800円 ワイド： 38，345，400円
3連複： 78，773，700円 3連単： 225，327，900円 計： 586，997，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 230円 � 290円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 270円 �� 430円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 8，020円

票 数

単勝票数 計 489436 的中 � 213406（1番人気）
複勝票数 計 885018 的中 � 508712（1番人気）� 51312（4番人気）� 35653（5番人気）
馬連票数 計 664259 的中 �� 91264（2番人気）
馬単票数 計 406788 的中 �� 33082（3番人気）
ワイド票数 計 383454 的中 �� 40471（3番人気）�� 22586（7番人気）�� 9718（11番人気）
3連複票数 計 787737 的中 ��� 23153（8番人気）
3連単票数 計2253279 的中 ��� 20352（30番人気）

ハロンタイム 7．4―11．5―12．4―12．8―12．5―12．8―12．7―12．9―12．3―12．2―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―18．9―31．3―44．1―56．6―1：09．4―1：22．1―1：35．0―1：47．3―1：59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．5
1
3

・（4，7）－8－（2，6）（1，3，5）
4，7，8（3，2，6）5，1

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

勝馬の
紹 介

アポロティアモ 
�
父 ヴィクトワールピサ 

�
母父 Ghostzapper デビュー 2019．10．20 東京4着

2017．3．13生 牡4栗 母 アポロノカンザシ 母母 Seeknfind 13戦2勝 賞金 30，200，000円

03020 1月31日 晴 稍重 （3東京1） 第2日 第8競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 プロヴィデンス 牡4栗 56 内田 博幸藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 486＋ 61：24．3 5．9�
815 ストームガスト 牡5黒鹿57 石橋 脩�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 464＋101：24．4� 10．8�
12 リュクスウォリアー 牡4鹿 56 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 B508＋12 〃 クビ 10．6�
36 � オーロラテソーロ 牡4栗 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 502＋ 21：24．5� 4．4�

47 � ミッキーハイド 牡6鹿 57 田中 勝春野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 500－ 61：24．6� 34．0�
59 グラデュエイト 牡6青鹿57 武 豊阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 510＋ 2 〃 ハナ 11．8	
11 スパイスマジック 	6芦 57 田辺 裕信 
社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B484＋121：24．91� 28．2�
612 イワネコゴシキ 牡5青鹿57 武藤 雅丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 512＋ 4 〃 クビ 275．1�
24 メタルスパーク 牡4芦 56 C．ルメール ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 6 〃 ハナ 3．5
611 オメガエリタージュ 牡4青鹿56 横山 武史原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 454＋ 41：25．11� 32．0�
48 プ レ ゼ ン ス 	7黒鹿57 津村 明秀 
社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502－ 21：25．31� 37．7�
510 プレイヤーズハイ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 442± 01：25．4� 7．0�
23 ベイオブコトル 	5鹿 57 北村 宏司ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 41：25．5� 74．7�
35 ゴーインピース 牝5栗 55 嶋田 純次下河辺俊行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 456＋301：25．71� 224．6�
714 ジョガールボニート 牡5青鹿57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 474－ 21：25．8� 119．5�
816 グラスボイジャー 牡5黒鹿57 木幡 巧也半沢
 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B542－101：26．01� 61．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，980，600円 複勝： 99，988，100円 枠連： 21，010，800円
馬連： 132，119，700円 馬単： 47，128，700円 ワイド： 105，654，000円
3連複： 207，553，000円 3連単： 221，681，900円 計： 897，116，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 320円 � 300円 枠 連（7－8） 2，330円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，320円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 13，080円 3 連 単 ��� 66，110円

票 数

単勝票数 計 619806 的中 � 82822（3番人気）
複勝票数 計 999881 的中 � 123588（4番人気）� 77610（6番人気）� 83845（5番人気）
枠連票数 計 210108 的中 （7－8） 6973（13番人気）
馬連票数 計1321197 的中 �� 30917（13番人気）
馬単票数 計 471287 的中 �� 5819（23番人気）
ワイド票数 計1056540 的中 �� 29741（9番人気）�� 20550（15番人気）�� 15226（21番人気）
3連複票数 計2075530 的中 ��� 11899（44番人気）
3連単票数 計2216819 的中 ��� 2431（225番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．1―47．7―59．9―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロヴィデンス �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．6．22 函館10着

2017．2．25生 牡4栗 母 ワイルドシンガー 母母 ウインルーシッド 16戦3勝 賞金 35，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ケイアイビリジアン号・スズカゴーディー号・ミツカネプリンス号・モリトユウブ号



03021 1月31日 晴 良 （3東京1） 第2日 第9競走 ��
��1，800�セントポーリア賞

発走14時35分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

33 グレートマジシャン 牡3青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：46．5 2．0�
88 バ ジ オ ウ 牡3鹿 56 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 464－ 21：46．92� 2．6�
77 イースタンワールド 牡3青鹿56 大野 拓弥�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：47．53� 5．7�
66 ル ー ス 牝3栗 54 横山 武史山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 490－ 41：47．71� 15．1�
11 ヴェルトハイム 牝3黒鹿54 武 豊 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 436－181：48．12� 12．0	
22 トーホウボルツ 牡3黒鹿56 北村 宏司東豊物産� 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 470＋ 21：48．2クビ 29．7

44 ルドヴィクス 牡3青 56 蛯名 正義村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 496－ 21：48．51	 48．7�
55 リーブラテソーロ 牡3鹿 56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 466－ 41：48．71� 207．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 90，239，700円 複勝： 87，890，300円 枠連： 発売なし
馬連： 112，233，100円 馬単： 62，714，400円 ワイド： 64，876，600円
3連複： 126，378，600円 3連単： 352，538，400円 計： 896，871，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 130円 �� 210円 �� 200円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 970円

票 数

単勝票数 計 902397 的中 � 358486（1番人気）
複勝票数 計 878903 的中 � 350246（1番人気）� 254344（2番人気）� 96012（3番人気）
馬連票数 計1122331 的中 �� 382411（1番人気）
馬単票数 計 627144 的中 �� 119429（1番人気）
ワイド票数 計 648766 的中 �� 159968（1番人気）�� 65142（3番人気）�� 71234（2番人気）
3連複票数 計1263786 的中 ��� 283946（1番人気）
3連単票数 計3525384 的中 ��� 261948（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―36．2―48．3―1：00．4―1：12．6―1：24．2―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

グレートマジシャン 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Sholokhov デビュー 2020．11．1 東京1着

2018．5．7生 牡3青鹿 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 2戦2勝 賞金 17，268，000円

03022 1月31日 晴 良 （3東京1） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

せつぶん

節分ステークス
発走15時10分 （芝・左）
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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

811 テルツェット 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 424± 01：33．3 3．1�
11 オールイズウェル 牡5黒鹿57 川田 将雅小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 494＋ 2 〃 ハナ 2．6�
56 スーパーブレイク 牡7黒鹿57 田辺 裕信堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 476－ 21：33．61� 150．3�
22 チェーンオブラブ 牝4栗 54 大野 拓弥前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 21：33．7クビ 23．1�
33 フォルコメン 牡5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B520＋ 4 〃 クビ 34．9�
44 レッドアルマーダ 	5鹿 57 C．ルメール 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 540＋ 41：33．91 6．3

710 インテンスライト 牡5鹿 57 三浦 皇成堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 498－ 2 〃 クビ 18．2�
55 サンライズオネスト 牡4黒鹿56 横山 武史松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 2 〃 クビ 7．7�
67 ウインレフィナード 牡5黒鹿57 津村 明秀	ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 462＋ 81：34．11
 57．2
79 エクセランフィーユ 牝5鹿 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 426± 01：34．2� 115．0�
68 レッドヴァール 牝6鹿 55 武 豊 	東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480－ 61：34．51� 10．4�
812 ハイアーグラウンド 	7鹿 57 柴田 善臣小村アセットM	 大和田 成 千歳 社台ファーム 526＋181：35．03 59．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 82，391，600円 複勝： 99，897，900円 枠連： 21，512，600円
馬連： 166，383，700円 馬単： 69，485，200円 ワイド： 110，348，900円
3連複： 233，117，900円 3連単： 305，327，100円 計： 1，088，464，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 130円 � 1，460円 枠 連（1－8） 470円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 240円 �� 7，520円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 22，110円 3 連 単 ��� 66，110円

票 数

単勝票数 計 823916 的中 � 210744（2番人気）
複勝票数 計 998979 的中 � 201442（2番人気）� 266100（1番人気）� 10044（11番人気）
枠連票数 計 215126 的中 （1－8） 34879（1番人気）
馬連票数 計1663837 的中 �� 272564（1番人気）
馬単票数 計 694852 的中 �� 60561（1番人気）
ワイド票数 計1103489 的中 �� 148185（1番人気）�� 3281（47番人気）�� 5719（36番人気）
3連複票数 計2331179 的中 ��� 7905（60番人気）
3連単票数 計3053271 的中 ��� 3348（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．6―47．3―59．0―1：10．1―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 3（4，8）（1，12）9，10，5（7，11）－（2，6） 4 3（4，8）1（9，10，12）5（7，11）（2，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テルツェット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．12．7 中山1着

2017．4．20生 牝4鹿 母 ラッドルチェンド 母母 ラヴズオンリーミー 5戦4勝 賞金 54，242，000円

２レース目



03023 1月31日 晴 稍重 （3東京1） 第2日 第11競走 ��
��1，400�第35回根岸ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，2．2．1以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，2．1．31以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走また
はGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

地方競馬全国協会理事長賞（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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 レッドルゼル 牡5鹿 56 川田 将雅 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 494＋ 21：22．3 2．5�
11 ワンダーリーデル 牡8鹿 56 田中 勝春山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 532＋ 8 〃 アタマ 45．7�
36 タイムフライヤー 牡6鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 41：22．4� 5．0�
714 ア ル ク ト ス 牡6鹿 59 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 544± 01：22．5クビ 10．8�
35 ブルベアイリーデ 牡5鹿 56 大野 拓弥森中 蕃氏 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 490－ 81：22．81	 49．0	
47 ヤマニンアンプリメ 牝7鹿 55 武 豊土井 肇氏 長谷川浩大 浦河 廣田 伉助 496－ 5 〃 クビ 56．2

815 デザートストーム 牡7黒鹿56 三浦 皇成ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋ 21：22．9� 21．4�
59 ヘ リ オ ス 
5黒鹿56 北村 宏司�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B466＋ 2 〃 クビ 10．6�
611� サブノジュニア 牡7黒鹿59 森 泰斗中川 三郎氏 堀 千亜樹 新ひだか 藤沢牧場 B532± 0 〃 ハナ 97．4

（大井） （船橋）

816 ステルヴィオ 牡6鹿 58 横山 武史 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：23．1	 9．5�
12 スマートダンディー 牡7鹿 56 内田 博幸大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 502＋ 21：23．31� 46．5�
713 サクセスエナジー 牡7黒鹿57 酒井 学髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 550－ 6 〃 アタマ 52．5�
612 テイエムサウスダン 牡4鹿 55 石橋 脩竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 546＋ 21：23．4	 10．2�
24 ダイメイフジ 牡7鹿 56 柴田 大知宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 524± 01：24．03� 151．1�
510 メイショウテンスイ 牡4栗 55 蛯名 正義松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 514－ 61：24．85 23．9�
48 スマートセラヴィー 牡5栗 56 戸崎 圭太大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 498－101：25．54 17．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 295，313，300円 複勝： 423，970，900円 枠連： 151，363，200円 馬連： 869，410，100円 馬単： 294，931，300円
ワイド： 653，268，700円 3連複： 1，734，914，500円 3連単： 1，825，113，900円 5重勝： 827，390，400円 計： 7，075，676，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 600円 � 190円 枠 連（1－2） 2，490円

馬 連 �� 5，370円 馬 単 �� 7，030円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 360円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 8，110円 3 連 単 ��� 44，160円

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

キャリーオーバー なし����� 1，115，940円

票 数

単勝票数 計2953133 的中 � 941908（1番人気）
複勝票数 計4239709 的中 � 1092222（1番人気）� 125256（10番人気）� 573182（2番人気）
枠連票数 計1513632 的中 （1－2） 47000（12番人気）
馬連票数 計8694101 的中 �� 125309（19番人気）
馬単票数 計2949313 的中 �� 31448（26番人気）
ワイド票数 計6532687 的中 �� 103033（17番人気）�� 522049（1番人気）�� 61409（31番人気）
3連複票数 計17349145 的中 ��� 160295（23番人気）
3連単票数 計18251139 的中 ��� 29961（121番人気）
5重勝票数 計8273904 的中 ����� 519

ハロンタイム 12．4―10．6―11．4―11．9―12．1―12．0―11．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 ・（8，10，13）（9，12）（4，14）6（3，11）（2，7）（5，15）（1，16） 4 ・（8，10，13）（9，14，12）（4，6，11）（3，7）（2，5，15，16）1

勝馬の
紹 介

レッドルゼル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．9．17 阪神3着

2016．3．25生 牡5鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 15戦7勝 賞金 174，284，000円
〔制裁〕 レッドルゼル号の騎手川田将雅は，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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アヴァンティスト号・アディラート号・スパーダ号・スリーグランド号・テーオーヘリオス号・ドリュウ号・

ニューモニュメント号・ハイランドピーク号・ロイヤルパールス号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレッドルゼル号は，フェブラリーステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

03024 1月31日 晴 良 （3東京1） 第2日 第12競走 ��
��1，800�4歳以上2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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

55 ル ナ シ オ ン 牝4鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋261：48．2 1．8�
88 ミ ト ロ ジ ー 牡5栗 57 横山 武史 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 496＋121：48．41� 10．2�
22 コ ー カ ス 	7鹿 57 三浦 皇成ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508± 0 〃 クビ 13．3�
44 フォワードアゲン 	4黒鹿56 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 416－101：48．5
 5．2�
77 シ ャ チ 牡4鹿 56

53 ▲原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 472＋ 21：48．6� 134．3�
33 グ ラ ナ タ ス 	5鹿 57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 482± 01：48．91
 138．6	
11 エメラルスター 牡7黒鹿57 石橋 脩高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 470＋ 41：49．32
 25．7

89 � ヴァイスブリッツ 	6鹿 57 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 442－221：50．15 46．1�
66 ルイジアナママ 牝5青鹿55 戸崎 圭太稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 454＋ 6 （競走中止） 3．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 147，345，700円 複勝： 135，985，000円 枠連： 29，963，300円
馬連： 204，020，600円 馬単： 131，553，700円 ワイド： 145，713，400円
3連複： 264，305，300円 3連単： 792，696，600円 計： 1，851，583，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 220円 枠 連（5－8） 830円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 340円 �� 400円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計1473457 的中 � 643675（1番人気）
複勝票数 計1359850 的中 � 531798（1番人気）� 138070（4番人気）� 105448（5番人気）
枠連票数 計 299633 的中 （5－8） 27774（4番人気）
馬連票数 計2040206 的中 �� 159254（4番人気）
馬単票数 計1315537 的中 �� 73767（5番人気）
ワイド票数 計1457134 的中 �� 116200（4番人気）�� 93979（6番人気）�� 44252（12番人気）
3連複票数 計2643053 的中 ��� 82112（9番人気）
3連単票数 計7926966 的中 ��� 92910（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―35．9―47．6―59．5―1：11．7―1：23．6―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

ル ナ シ オ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．10．14 東京1着

2017．5．1生 牝4鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 4戦3勝 賞金 25，300，000円
〔競走中止〕 ルイジアナママ号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため4コーナーで競走中止。

５レース目



（3東京1）第2日 1月31日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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

246，570，000円
2，950，000円
27，390，000円
1，460，000円
29，230，000円
68，934，000円
4，782，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
1，015，341，100円
1，325，069，300円
312，996，000円
1，987，067，900円
862，188，300円
1，497，393，500円
3，332，448，900円
4，554，025，600円
827，390，400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 15，713，921，000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2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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