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01001 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第1競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

66 テイエムマグマ 牡3鹿 56 高倉 稜竹園 正繼氏 杉山 晴紀 浦河 高村牧場 B500＋ 21：55．5 7．3�
78 メイショウキリモン 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 472＋ 61：55．71� 1．7�
55 サンライズグリット 牡3栗 56 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 458－ 61：56．65 10．7�
67 キクノトーヴァー 牡3青 56 藤岡 佑介菊池 五郎氏 牧田 和弥 新冠 村上牧場 462－ 41：56．81� 17．2�
33 ジャスティンスター 牡3栗 56 北村 友一三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 494＋ 2 〃 クビ 5．4�
810 テイクバイストーム 牡3黒鹿56 福永 祐一前田 幸治氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 468－ 61：57．86 7．1�
44 スケボーマン 牡3黒鹿56 伊藤 工真石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 B480± 01：57．9� 35．1	
11 イタダキマショウ 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹福田 光博氏 青木 孝文 新ひだか 萩澤 俊雄 436－ 21：58．1� 215．4

811 シゲルジョウム 牝3栗 54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 日高 天羽牧場 452＋ 21：58．41� 65．2�
22 ヒカルゲンジ 牡3芦 56

53 ▲泉谷 楓真中辻 明氏 奥村 豊 日高 千葉飯田牧場 502＋ 41：59．14 154．0�
79 エルブルスシチー 牡3黒鹿56 荻野 極 友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 富田牧場 482＋121：59．41� 332．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，490，400円 複勝： 123，489，600円 枠連： 8，038，700円
馬連： 50，982，300円 馬単： 34，644，800円 ワイド： 43，584，200円
3連複： 75，276，000円 3連単： 153，403，800円 計： 524，909，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 140円 � 110円 � 220円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 200円 �� 750円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 計 354904 的中 � 38758（4番人気）
複勝票数 計1234896 的中 � 77100（3番人気）� 919023（1番人気）� 37638（5番人気）
枠連票数 計 80387 的中 （6－7） 19982（1番人気）
馬連票数 計 509823 的中 �� 97685（1番人気）
馬単票数 計 346448 的中 �� 22661（5番人気）
ワイド票数 計 435842 的中 �� 67970（2番人気）�� 12401（11番人気）�� 31474（4番人気）
3連複票数 計 752760 的中 ��� 51131（4番人気）
3連単票数 計1534038 的中 ��� 16775（26番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―13．6―12．9―12．6―12．9―12．9―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．3―51．2―1：03．8―1：16．7―1：29．6―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムマグマ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．9．6 小倉12着

2018．3．8生 牡3鹿 母 エーシンピュリティ 母母 パッションストーム 7戦1勝 賞金 9，170，000円

01002 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第2競走 ��1，200�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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

47 � ジャスパーゴールド 牡3栗 56 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米 Randy Lee
Myers 452＋ 41：12．4 2．8�

816 イルデレーヴ 牡3鹿 56 岩田 望来 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：12．5クビ 5．0�
48 ゲンパチミーティア 牡3鹿 56 坂井 瑠星平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 476± 01：13．03 4．5�
36 キ ン バ 牡3栃栗 56

55 ☆富田 暁ケーエスHD 武 英智 新ひだか 前谷 武志 440＋ 21：13．42� 14．9�
12 メイショウコトダマ 牡3黒鹿56 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 472－ 41：13．5� 331．3�
510 マグナムハート 牡3栗 56 吉田 隼人 �社台レースホース清水 久詞 千歳 社台ファーム 488－201：13．71� 10．4	
11 カフジヴィオレッタ 牝3鹿 54 幸 英明加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：14．01� 69．6

24 ビップレックス 牡3鹿 56 川須 栄彦鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 ハナ 51．9�
714 ドナレイラニ 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか 木下牧場 444－ 4 〃 クビ 154．3�
815 ニホンピロビグラス 牡3鹿 56 田中 健小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 486＋ 61：14．21 157．2
611 アブルマドール 牡3黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B470＋ 61：14．41� 6．2�
23 � モズレディーモー 牝3鹿 54

51 ▲泉谷 楓真 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Rigney
Racing LLC 430－ 21：14．5クビ 42．8�

713 ワイディドゥバイ 牡3鹿 56 川島 信二安田 一彦氏 新谷 功一 新ひだか 平野牧場 482± 01：14．61 37．0�
612 ニシノレガシー 牡3青鹿56 藤岡 佑介西山 茂行氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 B508＋ 61：14．7クビ 48．3�
59 スパークリングアイ 牡3鹿 56 国分 優作奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 沖田 哲夫 496± 01：15．23 24．1�
35 サウンドハーヴィー 牡3栗 56 松若 風馬増田 雄一氏 高柳 大輔 青森 マルシチ牧場 488＋ 21：27．8大差 308．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，690，300円 複勝： 58，264，800円 枠連： 12，578，700円
馬連： 62，598，800円 馬単： 27，147，000円 ワイド： 58，031，000円
3連複： 98，934，100円 3連単： 102，680，100円 計： 457，924，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 160円 � 140円 枠 連（4－8） 590円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 440円 �� 320円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 6，050円

票 数

単勝票数 計 376903 的中 � 104509（1番人気）
複勝票数 計 582648 的中 � 110469（1番人気）� 87667（3番人気）� 109420（2番人気）
枠連票数 計 125787 的中 （4－8） 16474（2番人気）
馬連票数 計 625988 的中 �� 54791（2番人気）
馬単票数 計 271470 的中 �� 13834（2番人気）
ワイド票数 計 580310 的中 �� 33187（2番人気）�� 49751（1番人気）�� 28838（6番人気）
3連複票数 計 989341 的中 ��� 54995（1番人気）
3連単票数 計1026801 的中 ��� 12288（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―11．8―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．2―34．6―46．4―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパーゴールド �
�
父 Khozan �

�
母父 Put It Back デビュー 2020．11．8 福島2着

2018．4．20生 牡3栗 母 Gracious Lady 母母 Rare Elegance 4戦1勝 賞金 10，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウンドハーヴィー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月5日まで平地競

走に出走できない。
※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 クレイジーリッチ号・シグナステソーロ号・フェーバーラッシュ号

第１回 中京競馬 第１日



01003 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第3競走 ��1，900�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
1：55．9
1：53．7

重
不良

45 ゴールドハイアー 牡3栗 56 福永 祐一居城 寿与氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 474± 02：00．9 1．2�
712 ダッシュダクラウン 牡3青鹿 56

55 ☆富田 暁星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 454± 02：01．21� 7．8�
57 ガ ム ラ ン 牡3栗 56 松若 風馬ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 502＋262：03．5大差 81．2�
813 サトノバトラー 牡3鹿 56 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B492－ 22：03．81� 21．9�
11 スリーケイエヌ 牡3栗 56 酒井 学永井商事� 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 466＋ 82：04．01� 12．1�
46 メイショウアツイタ 牡3黒鹿56 荻野 極松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル 486－ 22：04．53 88．4	
34 トゥルーウィッシュ 牝3青鹿54 幸 英明小林竜太郎氏 寺島 良 新ひだか へいはた牧場 470＋ 22：05．03 108．7

814 メイショウサロベツ 牡3鹿 56 城戸 義政松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 松栄牧場 486－ 4 〃 ハナ 383．9�
69 ジュンストーム 牡3黒鹿56 藤井勘一郎河合 純二氏 高柳 大輔 新冠 マリオステー

ブル B472＋ 42：05．1クビ 33．1�
711 タイセイポジション 牡3栗 56 吉田 隼人田中 成奉氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 482± 02：05．63 21．0
33 ロードギガース 牡3栗 56 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか 棚川 光男 506－ 62：05．8� 44．5�
58 リンクスエルピス 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新目谷 一幸氏 浜田多実雄 日高 坂 牧場 476－ 22：06．01� 227．2�
610 サルバトーレミノル 牡3芦 56

53 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 浦河 辻 牧場 534± 02：06．1� 121．1�
22 ダイナストーン 牝3栗 54 岩田 康誠山本又一郎氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 518＋ 22：07．16 40．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，159，400円 複勝： 152，468，800円 枠連： 9，044，800円
馬連： 49，386，400円 馬単： 38，503，900円 ワイド： 48，488，200円
3連複： 79，169，800円 3連単： 167，547，700円 計： 576，769，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 150円 � 690円 枠 連（4－7） 270円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，130円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 8，570円

票 数

単勝票数 計 321594 的中 � 211491（1番人気）
複勝票数 計1524688 的中 � 1264568（1番人気）� 65915（2番人気）� 8092（9番人気）
枠連票数 計 90448 的中 （4－7） 25542（1番人気）
馬連票数 計 493864 的中 �� 126806（1番人気）
馬単票数 計 385039 的中 �� 73557（1番人気）
ワイド票数 計 484882 的中 �� 99616（1番人気）�� 9123（13番人気）�� 2863（29番人気）
3連複票数 計 791698 的中 ��� 13184（15番人気）
3連単票数 計1675477 的中 ��� 14169（25番人気）

ハロンタイム 7．6―11．9―11．6―13．0―13．3―12．6―13．0―13．4―12．2―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．6―19．5―31．1―44．1―57．4―1：10．0―1：23．0―1：36．4―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

ゴールドハイアー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．11．22 阪神2着

2018．4．16生 牡3栗 母 ゴールドグローリー 母母 ハチマンダイボサツ 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔その他〕 サルバトーレミノル号は，1コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リンクスエルピス号・ダイナストーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月

5日まで平地競走に出走できない。

01004 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第4競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

811 スコルピウス �5黒鹿57 武 豊飯田 正剛氏 武 幸四郎 新ひだか 千代田牧場 B478＋ 41：53．9 2．0�
55 オーヴァーネクサス 牡4鹿 56 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 502－ 41：54．11 3．1�
67 カネコメノボル �4栗 56

55 ☆森 裕太朗髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 444＋ 41：54．21 9．3�
78 イシュタルゲート 牡5鹿 57 吉田 隼人吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 528＋ 8 〃 アタマ 14．1�
22 キャルブルー 牡4黒鹿56 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 510＋ 41：54．51� 52．8�
11 サイモンルモンド �4栗 56 �島 良太澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 442＋ 2 〃 クビ 14．8	
66 リアルシング 牡4黒鹿 56

55 ☆団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 544＋201：54．71� 20．6


44 � メイショウカンキ 牡7鹿 57
56 ☆亀田 温心松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 488＋ 21：54．8� 84．1�

79 シゲルモクセイ 牝4栗 54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 新冠 小泉牧場 472－ 61：55．0� 36．8�
810 スズカブランコ 牡5栗 57

54 ▲泉谷 楓真永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 474＋161：55．53 86．5
33 トレジャーシップ 牡4鹿 56 川又 賢治山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか チャンピオンズファーム 478＋101：56．14 12．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，045，800円 複勝： 73，927，300円 枠連： 9，596，200円
馬連： 58，053，500円 馬単： 34，295，500円 ワイド： 55，351，400円
3連複： 91，700，400円 3連単： 147，701，200円 計： 507，671，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（5－8） 270円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 150円 �� 280円 �� 360円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，200円

票 数

単勝票数 計 370458 的中 � 145911（1番人気）
複勝票数 計 739273 的中 � 361403（1番人気）� 131606（2番人気）� 62037（3番人気）
枠連票数 計 95962 的中 （5－8） 26846（1番人気）
馬連票数 計 580535 的中 �� 150495（1番人気）
馬単票数 計 342955 的中 �� 52661（1番人気）
ワイド票数 計 553514 的中 �� 117284（1番人気）�� 44381（2番人気）�� 32127（4番人気）
3連複票数 計 917004 的中 ��� 98393（1番人気）
3連単票数 計1477012 的中 ��� 48507（1番人気）

ハロンタイム 13．3―11．7―13．4―12．7―12．2―12．3―12．6―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．0―38．4―51．1―1：03．3―1：15．6―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4F50．6―3F38．3
1
3
・（3，11）5（2，6，10）4，7，9－（1，8）・（11，3，5）（6，10）2（4，9）7，1－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スコルピウス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．1．14 京都9着

2016．5．2生 �5黒鹿 母 ワスレナグサ 母母 ディマイング 19戦2勝 賞金 40，710，000円



01005 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第5競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時30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
1：58．3
1：56．1

良
良

510� エアサージュ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米 Winches-
ter Farm 504 ―2：03．6 2．3�

23 ナ ギ サ 牝3鹿 54 石橋 脩本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 494 ―2：03．81� 8．8�
12 ヘッズオアテールズ 牝3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―2：04．11� 49．8�
714 レアリサンド 牡3鹿 56 岩田 康誠�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 508 ―2：04．73� 5．5�
24 ミステリーウェイ �3黒鹿56 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 480 ― 〃 クビ 27．0	
11 ウォリアープライド 牡3鹿 56 武 豊名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456 ― 〃 ハナ 11．8

48 メッザノッテ 牝3栗 54 荻野 琢真ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 462 ―2：04．91	 16．3�
47 ペプチドナイル 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 508 ―2：05．11� 21．2�
816 ワイドエンペラー 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 506 ― 〃 アタマ 23．0
35 ラ ム ダ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 480 ― 〃 ハナ 16．5�
713 プロヴァンスロゼ 牝3栗 54 岩田 望来草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 424 ―2：05．2� 39．8�
59 リンフレスカンテ 牡3黒鹿 56

55 ☆亀田 温心名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 444 ―2：06．15 224．9�
612 ピ ー ニ ャ 牡3栗 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 504 ―2：06．2� 8．7�
36 トラモントガルフ 牡3芦 56 松若 風馬ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 浦河 栄進牧場 486 ―2：06．52 263．1�
815 ブートニエール 牡3鹿 56 
島 克駿 �社台レースホース橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494 ―2：07．03 45．6�
611 エスミラクル 牝3青鹿54 岡田 祥嗣�グランド牧場 藤原 英昭 新ひだか グランド牧場 432 ―2：07．1クビ 95．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，276，100円 複勝： 60，215，600円 枠連： 13，416，100円
馬連： 61，226，200円 馬単： 27，852，100円 ワイド： 56，213，000円
3連複： 96，071，600円 3連単： 102，142，700円 計： 464，413，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 210円 � 830円 枠 連（2－5） 820円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，820円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 12，220円 3 連 単 ��� 39，490円

票 数

単勝票数 計 472761 的中 � 159757（1番人気）
複勝票数 計 602156 的中 � 161368（1番人気）� 69056（3番人気）� 12604（13番人気）
枠連票数 計 134161 的中 （2－5） 12581（2番人気）
馬連票数 計 612262 的中 �� 51527（2番人気）
馬単票数 計 278521 的中 �� 14719（3番人気）
ワイド票数 計 562130 的中 �� 40001（2番人気）�� 7549（20番人気）�� 4023（39番人気）
3連複票数 計 960716 的中 ��� 5893（38番人気）
3連単票数 計1021427 的中 ��� 1875（111番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．9―13．8―12．9―12．7―12．3―11．3―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―38．0―51．8―1：04．7―1：17．4―1：29．7―1：41．0―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F33．9
1
3
3，8，10（4，14）（1，5，15，13，16）（2，12）（6，7，11）－9
3，8（2，10）（4，5，14）13（1，7，15）（6，12，16）11，9

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

勝馬の
紹 介

�エアサージュ �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Empire Maker 初出走

2018．4．1生 牡3鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔その他〕 レアリサンド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 レアリサンド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月5日まで出走できない。
※出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 アイドゥ号・ヒーズオールザット号

01006 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第6競走 ��
��2，000�3歳1勝クラス

発走13時00分 （芝・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
1：58．3
1：56．1

良
良

77 タ ガ ノ カ イ 牡3黒鹿 56
53 ▲泉谷 楓真八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋ 22：01．7 4．2�
55 サツキハピネス 牝3黒鹿54 幸 英明小野 博郷氏 寺島 良 新ひだか タガミファーム 452± 02：01．8� 28．4�
88 シャイニングライト 牡3鹿 56 岩田 望来井山 登氏 武井 亮 日高 日高大洋牧場 480－ 2 〃 クビ 6．0�
22 ブラックラテ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：02．11� 3．5�
66 ルドヴィクス 牡3青 56 吉田 隼人村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 498± 02：02．63 3．5�
44 ユアヒストリー 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成ユアストーリー 池添 学 安平 ノーザンファーム 452－ 8 〃 クビ 5．7	
33 リキサントライ 牡3栗 56 柴山 雄一 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 504＋202：02．91� 25．8

11 フェブキラナ 牡3栗 56 	島 克駿釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 470± 02：03．21� 28．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，687，700円 複勝： 43，649，100円 枠連： 発売なし
馬連： 56，208，700円 馬単： 29，085，100円 ワイド： 40，097，900円
3連複： 64，887，800円 3連単： 132，862，000円 計： 404，478，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 510円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 11，160円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 440円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 8，500円 3 連 単 ��� 54，910円

票 数

単勝票数 計 376877 的中 � 71772（3番人気）
複勝票数 計 436491 的中 � 77467（3番人気）� 17091（7番人気）� 62133（4番人気）
馬連票数 計 562087 的中 �� 6483（19番人気）
馬単票数 計 290851 的中 �� 1953（34番人気）
ワイド票数 計 400979 的中 �� 5952（20番人気）�� 25592（6番人気）�� 6254（19番人気）
3連複票数 計 648878 的中 ��� 5723（32番人気）
3連単票数 計1328620 的中 ��� 1754（178番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―13．3―13．0―11．9―11．7―12．0―11．6―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―37．4―50．4―1：02．3―1：14．0―1：26．0―1：37．6―1：49．3

コーナー
通過順位

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

2
4
7，6，3，4（1，8）2－5
7，2（3，4，6）（1，8）5

勝馬の
紹 介

タ ガ ノ カ イ �

父 ノヴェリスト �


母父 ホワイトマズル デビュー 2020．9．13 中京10着

2018．4．6生 牡3黒鹿 母 ボディーダンシング 母母 ダンシングサンデー 5戦2勝 賞金 12，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。



01007 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第7競走 1，200�4歳以上2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 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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

59 コウユークロガヨカ 牡5黒鹿 57
54 ▲秋山 稔樹加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B470－ 21：12．3 11．3�

713 アーマーバローズ 牡4鹿 56 吉田 隼人猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 478± 01：12．51� 2．0�
12 ロードキング 牡8鹿 57

56 ☆斎藤 新市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B498＋18 〃 クビ 118．3�

11 スズカカナロア 牡5鹿 57 岩田 望来永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 502＋24 〃 ハナ 7．2�
816 エスシーミホーク 牡4鹿 56

55 ☆森 裕太朗工藤 圭司氏 西橋 豊治 日高 三宅 正弘 486＋ 61：12．6� 16．3�
611� ヘイセイメジャー 牡4黒鹿56 岩田 康誠菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 484＋101：12．7� 8．6	
612 パワフルヒロコ 牝7黒鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 462＋ 41：12．91� 207．7

35 オ カ リ ナ 牡4栗 56 古川 吉洋八木 秀之氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 536＋ 41：13．0� 30．5�
510 サンビショップ �9栗 57 酒井 学�三嶋牧場 谷 潔 浦河 吉田 又治 480－ 6 〃 アタマ 244．7
714 ジ オ ラ マ 牡8栗 57 福永 祐一�G1レーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 536＋ 61：13．1クビ 20．9�
47 ワンダーアフィラド 牡5鹿 57 川須 栄彦山本 能成氏 寺島 良 浦河 高昭牧場 B502＋18 〃 ハナ 7．9�
815 オンリーワンスター 牝8鹿 55 和田 翼�宮内牧場 渡辺 薫彦 浦河 宮内牧場 468－ 2 〃 アタマ 25．5�
24 � クリノカサット 牝6栗 55 加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 486＋ 61：13．2クビ 68．8�
48 テイエムイダテン 牡4鹿 56 	島 克駿竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか 本桐牧場 480＋ 21：13．52 22．4�
23 � メイショウヒボタン 牝7栗 55 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 468＋ 21：13．6アタマ 63．9�
36 オーシャンズ 牝4鹿 54

51 ▲泉谷 楓真 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 浦河 金成吉田牧場 492－ 41：13．7� 70．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，973，600円 複勝： 72，007，900円 枠連： 15，789，600円
馬連： 78，724，800円 馬単： 31，800，700円 ワイド： 77，676，600円
3連複： 124，575，600円 3連単： 132，795，300円 計： 582，344，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 250円 � 130円 � 1，930円 枠 連（5－7） 1，020円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 410円 �� 10，840円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 36，030円 3 連 単 ��� 198，500円

票 数

単勝票数 計 489736 的中 � 34402（5番人気）
複勝票数 計 720079 的中 � 66052（5番人気）� 204311（1番人気）� 6369（14番人気）
枠連票数 計 157896 的中 （5－7） 11926（4番人気）
馬連票数 計 787248 的中 �� 57187（3番人気）
馬単票数 計 318007 的中 �� 7787（11番人気）
ワイド票数 計 776766 的中 �� 54802（2番人気）�� 1718（79番人気）�� 3946（52番人気）
3連複票数 計1245756 的中 ��� 2593（116番人気）
3連単票数 計1327953 的中 ��� 485（622番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．3―47．6―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 8（9，13）（5，14）11（4，2，15）12，10，6（1，3，16）－7 4 ・（8，9）13（5，11，14）（4，2，15）（1，12，10）（3，16）6，7

勝馬の
紹 介

コウユークロガヨカ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．1．5 中山3着

2016．3．21生 牡5黒鹿 母 アイティアビー 母母 トウキュウアビー 20戦3勝 賞金 47，200，000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 メイショウアワジ号

01008 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第8競走 ��1，900�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
1：55．9
1：53．7

重
不良

36 マリオマッハー 牡4芦 56 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 462＋182：00．3 3．3�
815 テ ン ピ ン 牡4黒鹿56 吉田 隼人ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 488－ 42：00．61� 5．0�
713 フ ロ ー リ ン 牡6栗 57 岩田 望来ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－102：00．7クビ 8．7�
816 グレートバローズ 牡4鹿 56 加藤 祥太猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 486＋122：00．8� 17．7�
611 キ ス ラ ー 牡5青鹿57 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 486＋ 8 〃 アタマ 7．1�
612 ストロングライン 牡5芦 57 石橋 脩	ターフ・スポート西村 真幸 浦河 酒井牧場 514＋ 42：01．01� 11．8

47 クリノキングボス 牡4栗 56

55 ☆亀田 温心栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B474＋ 12：01．2� 70．5�
510 サンマルエンパイア 牡7鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 474＋ 4 〃 クビ 169．1�
35 スズカゴウケツ 牡4鹿 56 浜中 俊永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476± 0 〃 ハナ 4．9
11 � フ ラ テ ッ リ 牡6栗 57 福永 祐一吉田 和美氏 石坂 公一 豪

China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

568＋302：01．94 13．5�
59 キングレイスター 牡7鹿 57 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 浜口牧場 510＋122：02．01 73．6�
24 ハイクアウト 	7鹿 57 酒井 学�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 518± 02：02．21 171．1�
23 
 デュアルウィールド 牝6栗 55 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 516± 02：02．41� 101．8�
48 ビオレイメル 牝5栗 55

52 ▲泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 488＋142：02．5� 266．5�
12 � ウインプラウド 牡5栗 57 国分 優作�ウイン 西園 正都 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

506± 02：02．6� 60．2�
714 ワイルドシング 牡6黒鹿 57

56 ☆富田 暁 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 454＋ 2 （競走中止） 161．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，053，300円 複勝： 56，216，500円 枠連： 16，996，100円
馬連： 72，005，500円 馬単： 26，994，700円 ワイド： 54，874，000円
3連複： 100，737，400円 3連単： 111，924，200円 計： 475，801，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 160円 � 210円 枠 連（3－8） 440円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 470円 �� 670円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 13，400円

票 数

単勝票数 計 360533 的中 � 87131（1番人気）
複勝票数 計 562165 的中 � 106739（1番人気）� 97907（2番人気）� 59883（5番人気）
枠連票数 計 169961 的中 （3－8） 29806（1番人気）
馬連票数 計 720055 的中 �� 45489（3番人気）
馬単票数 計 269947 的中 �� 8718（4番人気）
ワイド票数 計 548740 的中 �� 30795（3番人気）�� 20480（8番人気）�� 22096（7番人気）
3連複票数 計1007374 的中 ��� 23152（7番人気）
3連単票数 計1119242 的中 ��� 6055（23番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．4―18．4―29．9―43．6―56．6―1：09．3―1：22．0―1：34．8―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

マリオマッハー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．10．12 京都9着

2017．2．11生 牡4芦 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 10戦3勝 賞金 27，130，000円
〔競走中止〕 ワイルドシング号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 グッドヘルスバイオ号・ザプラウドワンズ号



01009 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第9競走 ��
��1，400�

かどまつ

門松ステークス
発走14時35分 （ダート・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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

36 メイショウウズマサ 牡5黒鹿57 斎藤 新松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 500＋ 61：24．2 5．2�
47 ファシネートゼット 牝4栗 54 富田 暁高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 8．9�
611 メイショウベンガル 牡4芦 56 岩田 康誠松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 470＋ 8 〃 ハナ 3．5�
24 ロジヒューズ 牝6鹿 55 団野 大成久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 B500＋ 41：24．41� 8．4�
510 シェパードボーイ 牡5黒鹿57 福永 祐一吉田 照哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 452＋ 61：24．5	 8．1�
12 ホウオウスクラム 牡6栗 57 吉田 隼人小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 526＋ 8 〃 ハナ 6．4�
612 プロスパラスデイズ 
6鹿 57 藤岡 佑介ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 61：24．6クビ 22．4	
59 ハッピーゴラッキー 牝5鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 21：24．7	 10．0

23 クリノサンレオ 牡8栗 57 幸 英明栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 474＋ 21：24．8	 128．0�
713 メイショウヤクシマ 牡8栗 57 �島 克駿松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 484－ 41：24．9クビ 61．1�
816 ホウオウカトリーヌ 牝5鹿 55 川又 賢治小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 21：25．32	 27．9
714 ナイトバナレット 牡7芦 57 坂井 瑠星 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 0 〃 クビ 28．7�
35 サンタナブルー 牡9黒鹿57 柴山 雄一 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 482－ 21：25．4クビ 111．5�
815 フォーカード 牡7栗 57 浜中 俊椎名 節氏 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 478＋ 4 〃 アタマ 74．2�
48 トウカイパシオン 牝6青 55 古川 吉洋内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 452± 01：25．72 154．9�

（15頭）
11 サンライズナイト 牡6黒鹿57 和田 翼松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 42，513，400円 複勝： 69，124，000円 枠連： 18，646，800円
馬連： 113，081，500円 馬単： 41，627，800円 ワイド： 76，760，900円
3連複： 171，145，400円 3連単： 182，999，500円 計： 715，899，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 260円 � 140円 枠 連（3－4） 2，390円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 830円 �� 370円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 16，960円

票 数

単勝票数 計 425134 的中 � 64833（2番人気）
複勝票数 計 691240 的中 � 98722（2番人気）� 54912（7番人気）� 152085（1番人気）
枠連票数 計 186468 的中 （3－4） 6044（13番人気）
馬連票数 計1130815 的中 �� 35098（11番人気）
馬単票数 計 416278 的中 �� 6665（19番人気）
ワイド票数 計 767609 的中 �� 22342（10番人気）�� 57390（1番人気）�� 31227（7番人気）
3連複票数 計1711454 的中 ��� 45515（6番人気）
3連単票数 計1829995 的中 ��� 7819（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．3―47．3―59．3―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウウズマサ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．12．22 阪神1着

2016．2．21生 牡5黒鹿 母 ホーマンフリップ 母母 レーゲンボーゲン 13戦4勝 賞金 58，142，000円
〔出走取消〕 サンライズナイト号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アールロッソ号・イメル号・カレングロリアーレ号・コカボムクイーン号・コパノマーキュリー号・シトラスノート号・

ジュランビル号・ジョーフォレスト号・スズカコーズマンボ号・スピリットワンベル号・タガノプレトリア号・
ナムラムツゴロー号・ニシノコトダマ号・マックス号・ムーランアンディゴ号・メイショウコゴミ号

01010 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第10競走 ��
��3，000�

まんよう

万葉ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，2．1．5以降2．12．27まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
なし

3：01．0良

813 ナムラドノヴァン 牡6鹿 51 高倉 稜奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 494＋ 23：03．9 基準タイム 26．5�
34 � レイホーロマンス 牝8鹿 51 団野 大成永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422＋ 23：04．11� 15．2�
46 タイセイトレイル 牡6黒鹿55 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502＋ 8 〃 ハナ 5．4�
711 アンティシペイト 牡4鹿 53 福永 祐一�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 504＋ 63：04．3	 3．2�
57 ゴ ー ス ト 
5芦 54 �島 克駿西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 500＋ 23：04．51� 6．3�
45 アドマイヤアルバ 
6鹿 53 岩田 望来近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 474－ 63：04．71� 68．8	
22 ヴ ィ ッ セ ン 牡10鹿 52 北村 友一 
シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492± 03：04．91� 42．7�
712 ブラックホール 牡4黒鹿55 藤岡 佑介芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 438＋ 23：05．32� 3．0�
58 プリンスオブペスカ 牡7鹿 54 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 496＋123：05．51 134．2
11 � キングニミッツ 牡8栗 52 小崎 綾也吉田 勝利氏 小崎 憲 日高 新生ファーム 502＋103：05．6	 332．7�
814 ステイブラビッシモ 
8鹿 52 幸 英明草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 460－ 43：06．87 61．4�
610 アイファーキングズ 牡5黒鹿54 吉田 隼人中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 516＋143：07．65 15．4�
33 サンデームーティエ 
7栗 52 酒井 学戸部 政彦氏 稲垣 幸雄 新ひだか 真歌伊藤牧場 446＋ 83：09．210 33．4�
69 バラックパリンカ 牡5黒鹿54 斎藤 新 
社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 446＋ 43：12．4大差 72．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 60，265，700円 複勝： 85，590，100円 枠連： 29，919，000円
馬連： 166，439，600円 馬単： 61，027，400円 ワイド： 107，371，500円
3連複： 263，360，400円 3連単： 326，941，700円 計： 1，100，915，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 500円 � 320円 � 200円 枠 連（3－8） 5，260円

馬 連 �� 13，650円 馬 単 �� 31，740円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 1，570円 �� 900円

3 連 複 ��� 17，420円 3 連 単 ��� 188，870円

票 数

単勝票数 計 602657 的中 � 18126（7番人気）
複勝票数 計 855901 的中 � 38520（7番人気）� 65962（5番人気）� 136245（3番人気）
枠連票数 計 299190 的中 （3－8） 4408（15番人気）
馬連票数 計1664396 的中 �� 9446（34番人気）
馬単票数 計 610274 的中 �� 1442（70番人気）
ワイド票数 計1073715 的中 �� 9374（30番人気）�� 17466（16番人気）�� 31547（9番人気）
3連複票数 計2633604 的中 ��� 11338（53番人気）
3連単票数 計3269417 的中 ��� 1255（426番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―11．8―11．9―12．1―12．4―12．5―13．4―13．3―12．5―12．2―11．7―11．6―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―24．4―36．2―48．1―1：00．2―1：12．6―1：25．1―1：38．5―1：51．8―2：04．3―2：16．5―2：28．2

2，600� 2，800�
―2：39．8―2：51．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラドノヴァン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2018．1．28 京都5着

2015．4．3生 牡6鹿 母 パンカティリオ 母母 Punctilious 18戦4勝 賞金 65，935，000円
〔その他〕 バラックパリンカ号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンデームーティエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月5日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 バラックパリンカ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月5日まで出走できない。
※出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） 1頭 タイセイモナーク号
（非抽選馬） 3頭 キングオブドラゴン号・ナオミラフィネ号・モイ号

１レース目 ３レース目



01011 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第11競走 ��
��1，600�第59回スポーツニッポン賞京都金杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，2．1．5以降2．12．27まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

12 ケイデンスコール 牡5鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：33．1 43．3�
24 ピースワンパラディ 牡5鹿 56 福永 祐一長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 470＋ 41：33．2� 3．6�
713 エントシャイデン 牡6芦 56 川須 栄彦前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 21：33．41 93．6�
714 タイセイビジョン 牡4栗 56 石橋 脩田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 490＋22 〃 クビ 24．1�
510 シ ュ リ 牡5黒鹿56 武 豊前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 6 〃 ハナ 2．2�
48 レッドガラン 牡6鹿 56 北村 友一 	東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 516＋ 21：33．5クビ 8．6

611 ボンセルヴィーソ 牡7栗 55 �島 克駿名古屋友豊	 池添 学 日高 白井牧場 488＋ 81：33．6	 35．8�
816
 トリプルエース 牡4青鹿55 団野 大成ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 504－ 2 〃 クビ 13．2�
47 スマートオーディン 牡8黒鹿57 荻野 極大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 504＋ 21：33．81 209．3
36 レッドアネモス 牝5鹿 55 吉田 隼人 	東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 52．5�
35 メイケイダイハード 牡6鹿 55 酒井 学名古屋競馬	 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 556＋ 61：33．9クビ 33．1�
815 サトノアーサー 牡7青鹿57．5 坂井 瑠星 	サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500＋201：34．11	 25．7�
612 ラ セ ッ ト 牡6鹿 55 加藤 祥太桂土地	 庄野 靖志 浦河 三好牧場 504＋ 81：34．2� 31．7�
59 ブラックムーン 牡9鹿 56 幸 英明 Him Rock Racing

ホールディングス	 西浦 勝一 日高 タバタファーム 506＋ 6 〃 クビ 274．2�
11 ケイアイノーテック 牡6鹿 57 藤岡 佑介 	ケイアイスタリオン 平田 修 新冠 隆栄牧場 486＋ 6 〃 ハナ 17．9�
23 ロードマイウェイ 牡5鹿 57 松若 風馬 	ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 482＋101：34．41� 21．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 270，730，800円 複勝： 328，323，300円 枠連： 157，806，000円 馬連： 927，876，200円 馬単： 311，981，900円
ワイド： 536，202，100円 3連複： 1，572，198，200円 3連単： 2，071，528，800円 5重勝： 642，379，200円 計： 6，819，026，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，330円 複 勝 � 820円 � 170円 � 1，140円 枠 連（1－2） 1，590円

馬 連 �� 8，950円 馬 単 �� 24，740円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 21，280円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 135，900円 3 連 単 ��� 1，228，010円

5 重 勝
対象競走：中京9R／中山10R／中京10R／中山11R／中京11R

キャリーオーバー なし����� 49，962，820円

票 数

単勝票数 計2707308 的中 � 49916（12番人気）
複勝票数 計3283233 的中 � 87770（12番人気）� 673001（2番人気）� 61521（13番人気）
枠連票数 計1578060 的中 （1－2） 76495（7番人気）
馬連票数 計9278762 的中 �� 85474（24番人気）
馬単票数 計3119819 的中 �� 9455（60番人気）
ワイド票数 計5362021 的中 �� 60943（24番人気）�� 6408（94番人気）�� 35021（38番人気）
3連複票数 計15721982 的中 ��� 8676（221番人気）
3連単票数 計20715288 的中 ��� 1223（1474番人気）
5重勝票数 計6423792 的中 ����� 9

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．2―46．9―58．5―1：09．8―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ケイデンスコール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．6．30 中京2着

2016．2．11生 牡5鹿 母 インダクティ 母母 ホールオブフェーム 15戦3勝 賞金 132，075，000円
〔制裁〕 スマートオーディン号の騎手荻野極は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 グランドボヌール号・セラピア号・テーオービクトリー号・メイショウオーパス号・レッドヴェイロン号

01012 1月5日 曇 良 （3中京1） 第1日 第12競走 ��
��1，400�4歳以上2勝クラス

発走16時20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
1：19．6
1：19．0

良
良

713 リレーションシップ 牡4鹿 56 武 豊吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 498－ 21：20．5 2．8�
46 カヌメラビーチ 牡5芦 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B486＋ 81：20．82 15．0�
815	 コスモエスパーダ 牡5青 57 国分 優作 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 498＋ 81：20．9
 17．3�
34 メイショウドウドウ 牡6黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488± 01：21．11 8．0�
22 アングルティール 牝6黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B444＋161：21．2� 18．3	
58 マテンロウディーバ 牝4黒鹿54 藤岡 佑介寺田千代乃氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 400± 0 〃 クビ 17．7

11 ジュビリーヘッド 牡4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480＋181：21．3
 9．7�
35 タイセイトレンディ 6青鹿57 坂井 瑠星田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 466± 0 〃 アタマ 40．4�
47 ミッキーバディーラ 牝5鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 486＋ 41：21．4クビ 4．3
712 ゲンパチアイアン 牡4鹿 56

55 ☆団野 大成平野 武志氏 佐々木晶三 新ひだか 飛野牧場 480± 0 〃 クビ 111．0�
610	 マジックバローズ 牡6鹿 57 藤井勘一郎猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 464＋ 21：21．5クビ 77．7�
23 スラッシュメタル 6鹿 57 岩田 望来吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 472－ 21：21．6
 68．0�
59 グレイトオーサー 牡4栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 508－ 81：21．81� 7．6�
611 ローゼンクリーガー 牝5青 55 川又 賢治辻 高史氏 高橋 亮 新ひだか 矢野牧場 466－141：22．01 158．9�
814 アズマヘリテージ 牝5栗 55 幸 英明東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 480－ 41：22．64 252．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 100，030，000円 複勝： 143，018，100円 枠連： 40，134，800円
馬連： 228，119，500円 馬単： 85，280，700円 ワイド： 172，359，000円
3連複： 346，885，000円 3連単： 439，916，600円 計： 1，555，743，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 380円 � 340円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 920円 �� 890円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 35，230円

票 数

単勝票数 計1000300 的中 � 284325（1番人気）
複勝票数 計1430181 的中 � 301351（1番人気）� 83640（7番人気）� 97137（5番人気）
枠連票数 計 401348 的中 （4－7） 55740（1番人気）
馬連票数 計2281195 的中 �� 78152（9番人気）
馬単票数 計 852807 的中 �� 19100（11番人気）
ワイド票数 計1723590 的中 �� 49331（10番人気）�� 51070（9番人気）�� 11207（42番人気）
3連複票数 計3468850 的中 ��� 24368（44番人気）
3連単票数 計4399166 的中 ��� 9053（108番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．1―11．4―11．5―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．1―45．5―57．0―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リレーションシップ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．9．15 阪神13着

2017．3．20生 牡4鹿 母 カラフルブラッサム 母母 トロピカルブラッサム 8戦3勝 賞金 25，550，000円

５レース目



（3中京1）第1日 1月5日（火曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

289，150，000円
8，210，000円
27，900，000円
1，800，000円
34，610，000円
72，185，500円
4，892，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
785，916，500円
1，266，295，100円
331，966，800円
1，924，703，000円
750，241，600円
1，327，009，800円
3，084，941，700円
4，072，443，600円
642，379，200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 14，185，897，300円

総入場人員 1，904名 （有料入場人員 1，649名）
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