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01109 1月31日 晴 稍重 （3中京1） 第10日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時00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
1：47．6
1：47．6

重
重

77 ハイラブサンケイ 牝3栗 54 古川 吉洋服部 新平氏 大根田裕之 浦河 �川フアーム 508－ 21：57．1 4．7�
810 ワイドアウェイク 牝3栗 54 �島 克駿 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 492± 01：57．2� 8．0�
89 ガリレオインパクト 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 C．フィプケ氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 432－121：57．62 8．5�
78 スズカロマンス 牝3栗 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 474± 01：58．23� 3．1�
33 ギブミーラブ 牝3鹿 54 池添 謙一 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 490－ 8 〃 クビ 31．0�
66 ウインヴァカンス 牝3栗 54 松山 弘平�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 444－121：58．3� 3．4	
11 ヴ ォ ル ガ 牝3栗 54

53 ☆団野 大成 
サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 474－101：58．72� 16．2�
22 ウインブランカ 牝3芦 54 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 日高 槇本牧場 B446－ 11：58．91� 12．5�
55 ジーハーモニー 牝3青鹿54 川須 栄彦�ジーホース 松下 武士 日高 目黒牧場 432－ 62：00．38 262．4
44 アサリチャン 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁大田 恭充氏 浜田多実雄 新冠 中山 高鹿康 450＋ 6 〃 クビ 66．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 31，857，300円 複勝： 47，314，100円 枠連： 9，105，100円
馬連： 52，858，000円 馬単： 26，514，600円 ワイド： 44，088，900円
3連複： 81，345，200円 3連単： 113，515，000円 計： 406，598，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 170円 � 250円 枠 連（7－8） 390円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 530円 �� 810円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 25，970円

票 数

単勝票数 計 318573 的中 � 53753（3番人気）
複勝票数 計 473141 的中 � 75151（4番人気）� 76742（3番人気）� 41955（5番人気）
枠連票数 計 91051 的中 （7－8） 17689（2番人気）
馬連票数 計 528580 的中 �� 24020（9番人気）
馬単票数 計 265146 的中 �� 6904（13番人気）
ワイド票数 計 440889 的中 �� 21989（6番人気）�� 13747（10番人気）�� 11632（15番人気）
3連複票数 計 813452 的中 ��� 14980（16番人気）
3連単票数 計1135150 的中 ��� 3168（102番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．7―13．5―13．4―13．8―13．7―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―38．6―52．1―1：05．5―1：19．3―1：33．0―1：45．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F37．8
1
3
4（2，8，9）6（3，10）7，1－5・（4，8）（2，9）（6，10）3（1，7）5

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

勝馬の
紹 介

ハイラブサンケイ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2020．12．13 阪神7着

2018．3．12生 牝3栗 母 ティアラプリンセス 母母 タイプリンセス 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。

01110 1月31日 晴 稍重 （3中京1） 第10日 第2競走 1，200�3歳未勝利
発走10時30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

813 ウェーブメジャー 牡3鹿 56 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470－ 21：13．2 2．4�
45 ゴールデンプルーフ 牝3鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 478－ 21：13．62� 2．3�
46 サンライズアポロン 牡3黒鹿56 幸 英明松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 494－ 41：13．81� 7．1�
711 ク ム リ ポ 牡3鹿 56 小崎 綾也�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 470＋ 61：13．9クビ 17．6�
69 ドバイウィンド 牡3鹿 56 岩田 望来日下 幸徳氏 鈴木 伸尋 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 474－ 81：14．11� 136．8	
712 ハクサンマズル 牡3鹿 56 岩田 康誠河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 492＋10 〃 ハナ 25．1

34 ピエナパプリカ 牡3栗 56 太宰 啓介本谷 兼三氏 渡辺 薫彦 浦河 岡本 昌市 B458－ 21：14．21 75．0�
58 アブラアルバム 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁大西 洋平氏 新谷 功一 新冠 村上 進治 404＋ 21：14．3� 17．5�
22 ナンヨーノワール 牡3鹿 56 吉田 豊中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 B440－ 61：14．4� 110．2
610 ニホンピロジャック 牡3黒鹿56 和田 竜二小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 454± 01：14．82� 39．2�
57 アイリーライフ 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 下河辺牧場 B458＋ 2 〃 クビ 17．7�
11 ヴィグルズマン 牡3栗 56 柴山 雄一梶本 尚嗣氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B448－ 41：15．65 205．4�
33 シゲルセキニンシャ 牡3鹿 56 国分 恭介森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 大栄牧場 482－101：16．02� 280．4�
814 チョコラータ 牝3栗 54 坂井 瑠星新木 鈴子氏 高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 458－ 21：16．42� 191．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，128，800円 複勝： 53，013，500円 枠連： 11，994，100円
馬連： 57，094，000円 馬単： 26，653，900円 ワイド： 49，653，100円
3連複： 92，208，200円 3連単： 118，020，200円 計： 441，765，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（4－8） 210円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 140円 �� 260円 �� 240円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，680円

票 数

単勝票数 計 331288 的中 � 106656（2番人気）
複勝票数 計 530135 的中 � 181506（1番人気）� 127376（2番人気）� 65727（3番人気）
枠連票数 計 119941 的中 （4－8） 43932（1番人気）
馬連票数 計 570940 的中 �� 176034（1番人気）
馬単票数 計 266539 的中 �� 37107（2番人気）
ワイド票数 計 496531 的中 �� 115564（1番人気）�� 41432（3番人気）�� 44478（2番人気）
3連複票数 計 922082 的中 ��� 155175（1番人気）
3連単票数 計1180202 的中 ��� 50836（2番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．9―12．7―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．4―35．3―48．0―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウェーブメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．27 阪神6着

2018．1．22生 牡3鹿 母 ショウナンワヒネ 母母 メヤディーニ 7戦1勝 賞金 10，400，000円
※ナンヨーノワール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第１回 中京競馬 第１０日



01111 1月31日 晴 稍重 （3中京1） 第10日 第3競走 1，900�3歳未勝利
発走11時00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

57 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 458± 02：01．0 1．7�

69 アコンカグア 牡3鹿 56 柴山 雄一寺田 寿男氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 526± 02：02．27 26．4�
45 リュウセイグン 牡3栗 56 松山 弘平二口 雅一氏 飯田 雄三 浦河 坂本 晴美 524＋ 4 〃 ハナ 2．4�
813 メイショウケンジャ 牡3鹿 56 長岡 禎仁松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 486－ 42：03．810 56．5�
610 プルミエロール 牡3青鹿56 幸 英明 �キャロットファーム 寺島 良 千歳 社台ファーム B482－ 62：03．9� 25．7�
712 ヴォーグマチネ 牡3鹿 56 川須 栄彦志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 476± 02：04．32� 71．6	
33 ケンブリッジセンス 牡3鹿 56 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 442± 02：04．4� 13．7

58 リリーブライト 牡3鹿 56 池添 謙一 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 470－ 22：04．93 40．6�
34 マテンロウアチーブ 牡3鹿 56 太宰 啓介寺田千代乃氏 高橋 亮 新冠 秋田牧場 548＋ 42：05．85 124．3
11 ツーエムタイガー 牡3栗 56 坂井 瑠星水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 パカパカ

ファーム 414－ 62：06．86 131．8�
46 ラ ロ コ ル ポ 牡3鹿 56 吉田 豊髙樽さゆり氏 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ B440＋ 42：07．01 242．7�
814 トリニタリアニズム 牡3栗 56 松若 風馬吉田 勝己氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B504－ 42：08．9大差 21．9�
22 ブラックアリエス 牡3鹿 56 �島 克駿 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム B506－102：11．1大差 95．1�

（13頭）
711 メイショウワゲン 牡3青鹿 56

55 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 488＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，602，000円 複勝： 96，901，100円 枠連： 10，777，100円
馬連： 51，300，500円 馬単： 29，151，900円 ワイド： 45，918，900円
3連複： 82，301，900円 3連単： 119，594，200円 計： 472，547，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 110円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 430円 �� 130円 �� 430円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 5，380円

票 数

単勝票数 差引計 366020（返還計 8067） 的中 � 165777（1番人気）
複勝票数 差引計 969011（返還計 18781） 的中 � 603370（1番人気）� 28796（4番人気）� 197356（2番人気）
枠連票数 差引計 107771（返還計 163） 的中 （5－6） 7650（3番人気）
馬連票数 差引計 513005（返還計 29941） 的中 �� 16916（6番人気）
馬単票数 差引計 291519（返還計 18030） 的中 �� 8158（6番人気）
ワイド票数 差引計 459189（返還計 42945） 的中 �� 20345（6番人気）�� 135106（1番人気）�� 20309（7番人気）
3連複票数 差引計 823019（返還計118902） 的中 ��� 82542（3番人気）
3連単票数 差引計1195942（返還計163948） 的中 ��� 16106（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．8―30．2―43．3―56．2―1：09．3―1：22．5―1：35．4―1：47．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダッシュダクラウン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．11 京都10着

2018．4．25生 牡3青鹿 母 ア マ ラ ン ス 母母 ノーノーネヴアー 6戦1勝 賞金 9，170，000円
〔競走除外・発走状況〕 メイショウワゲン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔右腕節部挫創〕を発症したため競走除外。発走時

刻7分遅延。
ラロコルポ号は，発進不良〔出遅れ〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 メイショウワゲン号は，令和3年2月1日から令和3年3月2日まで出走停止。停止期間の満了後に発
走調教再審査。

〔その他〕 トリニタリアニズム号は，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〕 ツーエムタイガー号・ラロコルポ号・ブラックアリエス号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和3年2月28日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 トリニタリアニズム号は，「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。

01112 1月31日 晴 稍重 （3中京1） 第10日 第4競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走11時30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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

810 ブラックアーメット 牡3黒鹿56 岩田 望来窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 508± 01：25．2 3．6�
78 レディステディゴー 牡3鹿 56 �島 克駿 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 514＋121：25．52 10．4�
77 レッドソルダード 牡3黒鹿56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B486＋ 81：25．6� 3．7�
33 メイショウマンサク 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好�氏 石橋 守 安平 	橋本牧場 524－ 2 〃 ハナ 43．0	
22 アルーブルト 牡3鹿 56 幸 英明ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 440± 01：25．7
 2．9

89 リキサントライ 牡3栗 56 池添 謙一 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 506＋ 21：26．12� 23．3�
11 レイクリエイター 牡3芦 56 和田 竜二松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 488－ 81：26．2クビ 9．4�
44 マーチリリー 牝3青鹿54 藤岡 佑介手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 488± 01：27．26 20．9
55 クールシャワー 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁川上 哲司氏 清水 久詞 浦河 チェスナット
ファーム 472＋ 61：28．26 37．2�

66 カ シ ノ レ オ 牡3黒鹿56 松山 弘平柏木 務氏 鈴木 孝志 鹿児島 柏木 務 484－ 81：29．58 26．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，677，100円 複勝： 56，804，900円 枠連： 8，235，100円
馬連： 60，933，100円 馬単： 32，799，400円 ワイド： 57，315，900円
3連複： 94，464，600円 3連単： 137，215，600円 計： 491，445，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 270円 � 160円 枠 連（7－8） 550円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 600円 �� 350円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 13，170円

票 数

単勝票数 計 436771 的中 � 94785（2番人気）
複勝票数 計 568049 的中 � 129679（2番人気）� 42283（5番人気）� 92262（3番人気）
枠連票数 計 82351 的中 （7－8） 11536（3番人気）
馬連票数 計 609331 的中 �� 23558（7番人気）
馬単票数 計 327994 的中 �� 6458（11番人気）
ワイド票数 計 573159 的中 �� 23858（6番人気）�� 45360（3番人気）�� 18554（10番人気）
3連複票数 計 944646 的中 ��� 33471（7番人気）
3連単票数 計1372156 的中 ��� 7552（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．4―47．8―1：00．5―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F37．4
3 ・（5，7，8，10）2（4，9）1（3，6） 4 ・（5，7，8，10）（2，9）1，3，4，6

勝馬の
紹 介

ブラックアーメット �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ケイムホーム デビュー 2020．6．13 阪神3着

2018．2．24生 牡3黒鹿 母 カチューシャ 母母 ロマンスプレゼント 6戦2勝 賞金 18，510，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノレオ号は，「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。



01113 1月31日 晴 稍重 （3中京1） 第10日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時20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
1：32．3
1：30．3

良
良

59 ワールドバローズ 牡3鹿 56 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 454－ 41：34．4 4．0�
23 ロードラスター 牡3青鹿56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 506＋141：34．61� 5．0�
48 セ リ シ ア 牝3芦 54 松山 弘平西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 460－ 81：34．81� 3．2�
36 スマートワン 牡3青鹿56 坂井 瑠星橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 466－10 〃 ハナ 21．0�
35 ア イ ド ゥ 牝3黒鹿54 小崎 綾也�谷岡牧場 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 452± 01：35．33 34．1	
714 サンライズヘリオス 牡3黒鹿56 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 482± 0 〃 ハナ 13．1

510 インワンシティング 牡3鹿 56 岩田 望来�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 444－ 61：35．51� 13．1�
12 リオンジャック 牝3黒鹿54 北村 友一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468－ 21：35．6� 5．9�
24 ロ レ ン ツ ォ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介丸山 担氏 加藤 征弘 浦河 伏木田牧場 478－ 21：35．7� 19．8
47 ヴ ィ ス ナ ー 牝3青鹿54 M．デムーロ西 浩明氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 432± 01：36．44 82．0�
11 エ レ グ ア 牡3鹿 56 �島 克駿豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 452＋ 8 〃 クビ 216．4�
611 ブリューナク 牡3鹿 56 吉田 豊�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか 鳥井牧場 B436－ 21：36．5クビ 396．9�
612 オメガクラージュ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 422－101：36．6� 437．0�
816 ユウファースト 牡3黒鹿56 岩田 康誠�アイテツ 新谷 功一 浦河 丸村村下

ファーム 476＋16 〃 クビ 121．1�
815 ブラッシングリー 牝3黒鹿54 松若 風馬吉田 和子氏 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 21：37．55 63．8�
713 ケ イ カ イ 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成朽名 誠氏 千田 輝彦 日高 鹿戸 和幸 490－ 41：38．45 161．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，041，300円 複勝： 68，099，100円 枠連： 11，053，900円
馬連： 65，286，400円 馬単： 27，609，500円 ワイド： 59，817，800円
3連複： 110，545，500円 3連単： 114，632，100円 計： 497，085，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 160円 � 120円 枠 連（2－5） 710円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 470円 �� 250円 �� 330円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 7，160円

票 数

単勝票数 計 400413 的中 � 78880（2番人気）
複勝票数 計 680991 的中 � 120549（2番人気）� 98079（4番人気）� 163441（1番人気）
枠連票数 計 110539 的中 （2－5） 11958（3番人気）
馬連票数 計 652864 的中 �� 43730（4番人気）
馬単票数 計 276095 的中 �� 9577（7番人気）
ワイド票数 計 598178 的中 �� 29860（5番人気）�� 65540（1番人気）�� 45091（3番人気）
3連複票数 計1105455 的中 ��� 91862（1番人気）
3連単票数 計1146321 的中 ��� 11594（13番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．6―11．8―11．9―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．6―46．2―58．0―1：09．9―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワールドバローズ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．11．8 阪神2着

2018．4．15生 牡3鹿 母 ポ ー シ ア 母母 レディオブヴェニス 3戦1勝 賞金 9，900，000円
※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。

01114 1月31日 晴 稍重 （3中京1） 第10日 第6競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時50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

712 ア ナ レ ン マ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 追分ファーム 470 ―2：05．4 2．7�

813 ショウナンサルヴォ 牡3栗 56 池添 謙一国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 486 ―2：05．5� 9．1�
11 ス レ イ マ ン 牡3栗 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 516 ―2：05．71� 3．6�
711 ワンダークローバー 牡3芦 56 岩田 望来山本 能成氏 森田 直行 浦河 高昭牧場 464 ―2：05．8� 64．6�
610 シュライエン 牝3黒鹿54 北村 友一�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432 ― 〃 ハナ 3．3	
33 グリュレーヴ 牝3芦 54

53 ☆団野 大成飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 474 ― 〃 ハナ 21．5

46 トレンチタウン 牡3鹿 56 松山 弘平 �ニッシンホール

ディングス 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 482 ―2：06．54 14．7�
69 アレトゥーザ 牝3栗 54

53 ☆富田 暁 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 412 ―2：06．71� 39．3�
57 � コーズウェイヘッド 牝3栗 54 	島 克駿ゴドルフィン 	島 一歩 米 Hartley/De Renzo

Thoroughbreds 498 ― 〃 クビ 100．0
58 タガノポルトロン 牡3青鹿56 古川 吉洋八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468 ―2：06．91� 68．2�
34 メイショウエバー 牝3鹿 54 松若 風馬松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 下屋敷牧場 418 ―2：07．01 150．4�
45 � ディオアルバ 牡3栗 56 川須 栄彦松岡 隆雄氏 河内 洋 仏

Earl Haras du Logis,
Mr Julian Ince, Mr
Georges Sandor

480 ―2：07．42 70．8�
814 バリエンテレオン 牡3栗 56 幸 英明服部 統祥氏 宮本 博 新ひだか チャンピオンズファーム 440 ―2：08．14 141．9�
22 チャーミングセイラ 牝3鹿 54 小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 日高 鹿戸 美明 386 ―2：08．2� 246．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，608，200円 複勝： 38，197，100円 枠連： 9，258，200円
馬連： 51，252，500円 馬単： 26，114，200円 ワイド： 40，788，400円
3連複： 73，721，600円 3連単： 95，939，800円 計： 377，880，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 170円 � 150円 枠 連（7－8） 990円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 400円 �� 250円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 6，380円

票 数

単勝票数 計 426082 的中 � 124235（1番人気）
複勝票数 計 381971 的中 � 85501（2番人気）� 49513（4番人気）� 67593（3番人気）
枠連票数 計 92582 的中 （7－8） 7183（4番人気）
馬連票数 計 512525 的中 �� 35050（4番人気）
馬単票数 計 261142 的中 �� 11451（7番人気）
ワイド票数 計 407884 的中 �� 25138（4番人気）�� 47127（2番人気）�� 16393（7番人気）
3連複票数 計 737216 的中 ��� 39337（3番人気）
3連単票数 計 959398 的中 ��� 10901（14番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．6―13．4―13．1―12．6―12．5―12．1―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．2―38．8―52．2―1：05．3―1：17．9―1：30．4―1：42．5―1：54．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0
1
3
1，4，7（6，10，12）（2，9，13）（3，11）5，14－8・（1，4）7（6，10，12）（2，9，13）（3，11）－5－（14，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ナ レ ン マ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo 初出走

2018．3．19生 牡3鹿 母 ワ イ 母母 Rumplestiltskin 1戦1勝 賞金 6，000，000円



01115 1月31日 晴 稍重 （3中京1） 第10日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時20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
1：09．7
1：08．5

稍重
重

714 カ レ ン リ ズ 牝4栗 54 松山 弘平鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 平取 びらとり牧場 438－ 21：13．0 5．3�
11 � ベストチャーム 牝5鹿 55 岩田 康誠中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 430－101：13．1� 15．0�
815 タガノブディーノ 牝6栗 55 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 2 〃 ハナ 6．4�
713 シ ョ ウ ブ 牡5鹿 57 和田 竜二�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 490－ 2 〃 クビ 3．4�
12 � ジャコエマリックン 牡5栗 57 太宰 啓介晴間 芳次氏 中尾 秀正 新ひだか 前川 ミツ 482＋ 21：13．2クビ 100．4�
23 メジャーハリケーン 牡5青鹿57 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 B494± 01：13．3� 36．5	
816� ア マ ー ビ レ 牝4黒鹿54 小崎 綾也安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 506± 0 〃 クビ 15．4

48 サウンドプリズム 牡4青鹿56 福永 祐一増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B440－ 61：13．4� 6．0�
24 フレッシュステージ �4鹿 56 小牧 太西村新一郎氏 笹田 和秀 新ひだか 田原橋本牧場 438＋ 41：13．5クビ 50．7�
510 ロ マ ネ ス ク 牝4青鹿54 �島 克駿�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－ 2 〃 クビ 12．1
47 � ムーンオブバローダ 牡5栗 57

56 ☆団野 大成 �社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 504－ 21：13．6� 34．3�
35 � シュアゲイト 牡4鹿 56 高倉 稜 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B494± 0 〃 ハナ 10．9�
612� ジャックオレンジ �4栗 56 古川 吉洋 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン

テンファーム B472－ 61：14．45 91．1�
36 リ ラ イ ト 牡5青 57 岩田 望来前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 平山牧場 474＋ 21：14．93 45．2�
611 スズカパイロット 牝4青 54 幸 英明永井 啓弍氏 西浦 勝一 むかわ 新井牧場 482＋ 41：15．43 39．5�
59 ウォータービジョン 牝5栗 55 佐久間寛志山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 478＋ 41：16．14 129．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，879，800円 複勝： 77，906，200円 枠連： 15，707，200円
馬連： 79，027，100円 馬単： 30，528，000円 ワイド： 74，724，000円
3連複： 132，582，100円 3連単： 126，075，600円 計： 579，430，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 410円 � 210円 枠 連（1－7） 1，450円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 810円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 8，680円 3 連 単 ��� 51，990円

票 数

単勝票数 計 428798 的中 � 63583（2番人気）
複勝票数 計 779062 的中 � 109089（2番人気）� 41470（7番人気）� 106035（4番人気）
枠連票数 計 157072 的中 （1－7） 8387（6番人気）
馬連票数 計 790271 的中 �� 14231（17番人気）
馬単票数 計 305280 的中 �� 3019（28番人気）
ワイド票数 計 747240 的中 �� 12624（18番人気）�� 24377（7番人気）�� 13241（16番人気）
3連複票数 計1325821 的中 ��� 11446（26番人気）
3連単票数 計1260756 的中 ��� 1758（147番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―12．1―13．1―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―35．1―48．2―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．9
3 16（10，13）（9，5，14）（1，3，11）7－8－2，12，4（6，15） 4 16（10，13）（9，5，14）（3，11，7）1－8（2，12）4（6，15）

勝馬の
紹 介

カ レ ン リ ズ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2019．12．15 阪神2着

2017．4．13生 牝4栗 母 カレンコティヤール 母母 タシロスプリング 8戦2勝 賞金 19，530，000円

01116 1月31日 晴 稍重 （3中京1） 第10日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時50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

77 エスピリトゥオーゾ 牡7栗 57
56 ☆富田 暁名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 490－ 21：53．7 47．6�

44 フラッグアドミラル 牡7黒鹿57 吉田 豊岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 478＋ 21：54．33� 11．9�
78 スワーヴシールズ �4鹿 56 幸 英明�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム B492－ 2 〃 アタマ 1．5�
55 サダムラピュタ 牡6黒鹿57 松若 風馬大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B480± 01：54．51� 14．4�
810 セイカヤマノ 牡5黒鹿57 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B498± 0 〃 クビ 13．2�
11 ナムラゴロフキン 牡4鹿 56 和田 竜二奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 486－ 21：54．81� 12．7	
66 アンサンブル 牝4青鹿54 松山 弘平 �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 B472± 01：55．12 16．0

33 マテラサンオウ 牡5黒鹿57 北村 友一大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 448± 01：55．2� 6．1�
22 � メイショウカリスマ 牡4黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 西浦 勝一 青森 諏訪牧場 508－201：55．51� 18．7�
89 トーホウボッカ 牡5黒鹿57 川須 栄彦東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 B484± 01：56．03 137．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，748，900円 複勝： 147，273，000円 枠連： 8，386，000円
馬連： 59，840，600円 馬単： 42，694，600円 ワイド： 54，541，700円
3連複： 90，199，400円 3連単： 200，652，000円 計： 643，336，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，760円 複 勝 � 540円 � 230円 � 110円 枠 連（4－7） 630円

馬 連 �� 14，650円 馬 単 �� 44，040円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 720円 �� 290円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 107，280円

票 数

単勝票数 計 397489 的中 � 6671（9番人気）
複勝票数 計1472730 的中 � 17466（9番人気）� 53213（5番人気）� 1099057（1番人気）
枠連票数 計 83860 的中 （4－7） 10161（3番人気）
馬連票数 計 598406 的中 �� 3165（30番人気）
馬単票数 計 426946 的中 �� 727（67番人気）
ワイド票数 計 545417 的中 �� 4960（26番人気）�� 18728（8番人気）�� 55355（2番人気）
3連複票数 計 901994 的中 ��� 15329（19番人気）
3連単票数 計2006520 的中 ��� 1356（229番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―38．2―51．4―1：04．1―1：16．2―1：28．7―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エスピリトゥオーゾ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．6．12 阪神5着

2014．5．15生 牡7栗 母 ポ ポ ラ ス 母母 リトルオードリー 38戦2勝 賞金 37，432，000円



01117 1月31日 晴 良 （3中京1） 第10日 第9競走 ��1，600�
か り や

刈 谷 特 別
発走14時25分 （芝・左）

4歳以上，2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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

78 ノルカソルカ 牡4栗 56 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 500＋ 21：33．8 1．7�
66 ペールエール 牡4栗 56 北村 友一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 516＋141：34．01 27．4�
55 ラインハイト 牡4黒鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 476＋101：34．32 4．6�
79 ノーブルアース 牝6黒鹿55 高倉 稜吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 488＋ 21：34．4� 33．7�
11 パ ル マ リ ア 牡6鹿 57 和田 竜二吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 534－ 8 〃 ハナ 5．4�
44 アナザーラブソング 牡5栗 57 団野 大成市川義美ホール

ディングス	 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 4 〃 クビ 81．0

33 グッドレイズ 牡5栗 57 �島 克駿杉立健次郎氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 506± 01：34．61� 104．4�
810 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± 01：34．7� 96．0�
67 スカーフェイス 牡5鹿 57 松山 弘平�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 458± 01：34．9
 9．4
22 � ニシノアップルパイ 牡7鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 510＋ 81：35．43 77．1�
811 ウインメルシー 牝5鹿 55 柴山 雄一	ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 468－ 41：35．61� 14．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 56，898，100円 複勝： 136，144，600円 枠連： 13，298，900円
馬連： 98，210，900円 馬単： 53，587，300円 ワイド： 77，068，600円
3連複： 143，773，500円 3連単： 263，186，900円 計： 842，168，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 370円 � 150円 枠 連（6－7） 560円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 810円 �� 220円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 12，790円

票 数

単勝票数 計 568981 的中 � 257891（1番人気）
複勝票数 計1361446 的中 � 836113（1番人気）� 33618（7番人気）� 123600（3番人気）
枠連票数 計 132989 的中 （6－7） 18403（3番人気）
馬連票数 計 982109 的中 �� 34872（8番人気）
馬単票数 計 535873 的中 �� 13584（9番人気）
ワイド票数 計 770686 的中 �� 22218（10番人気）�� 106993（2番人気）�� 10690（17番人気）
3連複票数 計1437735 的中 ��� 34774（11番人気）
3連単票数 計2631869 的中 ��� 14918（41番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．5―11．6―11．6―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．9―46．4―58．0―1：09．6―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ノルカソルカ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．10．26 京都2着

2017．2．18生 牡4栗 母 ワイドロータス 母母 ボートルサンテ 15戦3勝 賞金 56，247，000円

01118 1月31日 晴 良 （3中京1） 第10日 第10競走 ��
��2，200�

み の

美濃ステークス
発走15時00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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

23 ヒートオンビート 牡4鹿 56 池添 謙一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 470－ 42：12．8 1．9�
35 ネプチュナイト 牡6黒鹿57 福永 祐一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋14 〃 ハナ 16．7�
46 コンダクトレス 牝6黒鹿55 M．デムーロ �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：13．43� 18．9�
11 シルヴァーソニック 牡5芦 57 岩田 望来 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 456＋102：14．03� 26．2�
610	 ターキッシュパレス 牡4青鹿56 富田 暁ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 476＋ 42：14．1� 5．8�
611 シャイニーゲール 牡7鹿 57 松若 風馬小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 472＋ 8 〃 クビ 98．7	
47 ニューポート 牡5黒鹿57 吉田 豊馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 454－ 82：14．42 61．3

59 レオコックブルー 牝6黒鹿55 和田 竜二親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 2 〃 クビ 135．6�
712 アドマイヤジョラス 牡7黒鹿57 岩田 康誠近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 500＋16 〃 ハナ 15．9�
58 イ ル マ タ ル 牝5鹿 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 466－ 22：14．5クビ 29．4
815 ディアマンミノル 牡4栗 56 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 472＋12 〃 クビ 4．8�
814 サウンドバーニング 牡9鹿 57 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B432＋ 22：14．71
 297．4�
34 ピッツィカート �8鹿 57 団野 大成 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋142：15．33� 43．9�
713 ティグラーシャ 牝5黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 454＋122：15．93� 18．1�
22 ソングオブザハート 牝4鹿 54 小崎 綾也幅田 昌伸氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B428－ 42：18．0大差 230．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 72，064，300円 複勝： 88，989，000円 枠連： 26，823，200円
馬連： 167，554，600円 馬単： 62，698，700円 ワイド： 113，416，400円
3連複： 266，002，200円 3連単： 300，073，100円 計： 1，097，621，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 410円 � 420円 枠 連（2－3） 1，160円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 780円 �� 770円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 28，160円

票 数

単勝票数 計 720643 的中 � 290619（1番人気）
複勝票数 計 889890 的中 � 244275（1番人気）� 44754（6番人気）� 43064（7番人気）
枠連票数 計 268232 的中 （2－3） 17836（4番人気）
馬連票数 計1675546 的中 �� 74260（6番人気）
馬単票数 計 626987 的中 �� 15830（10番人気）
ワイド票数 計1134164 的中 �� 38062（7番人気）�� 38866（6番人気）�� 9204（31番人気）
3連複票数 計2660022 的中 ��� 23847（24番人気）
3連単票数 計3000731 的中 ��� 7724（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．2―23．5―35．0―47．2―59．6―1：11．9―1：24．1―1：36．9―1：48．9―2：00．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒートオンビート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．12．15 阪神2着

2017．3．24生 牡4鹿 母 マルセリーナ 母母 マ ル バ イ ユ 12戦4勝 賞金 74，996，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ヒートオンビート号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和3年2月13日から令和3年2月

21日まで騎乗停止。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソングオブザハート号は，「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。

１レース目



01119 1月31日 晴 良 （3中京1） 第10日 第11競走 ��
��1，200�第26回シルクロードステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
4歳以上，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 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 644，000円 184，000円 92，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

713� シ ヴ ァ ー ジ 牡6栗 56 福永 祐一 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B498± 01：08．3 6．6�

12 ライトオンキュー 牡6鹿 57．5 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506－ 61：08．51� 6．5�

612 ラウダシオン 牡4鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512± 0 〃 アタマ 4．7�

611 リバティハイツ 牝6鹿 54 団野 大成 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム B470＋ 41：08．6	 29．3�
24 セイウンコウセイ 牡8栗 58 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 500± 01：08．81� 65．1	
510 ルッジェーロ 
6黒鹿55 藤岡 佑介村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B522＋ 4 〃 ハナ 49．0

59 ヴェスターヴァルト 牡4鹿 55 富田 暁 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 14．3�
11 ザイツィンガー 牡5芦 55 和田 竜二永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 434－ 41：08．9� 84．4�
35 ラヴィングアンサー 牡7鹿 57 吉田 豊江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 512＋ 21：09．0クビ 39．7
817 タイセイアベニール 牡6鹿 56 松山 弘平田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 496－ 2 〃 アタマ 49．1�
23 コントラチェック 牝5黒鹿55 池添 謙一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 24．4�
48 プリモシーン 牝6青鹿56 岩田 望来 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 ハナ 64．4�
36 カイザーメランジェ 牡6鹿 55 太宰 啓介友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 494± 01：09．1	 279．8�
47 エイティーンガール 牝5青鹿55 坂井 瑠星中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 454＋ 61：09．2クビ 15．1�
714 トゥラヴェスーラ 牡6鹿 56 岩田 康誠吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 クビ 12．0�
818 クリノガウディー 牡5栗 58 �島 克駿栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 502± 01：09．62 13．0�
715� モズスーパーフレア 牝6栗 56．5 北村 友一 �キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta

Stables, LLC 500＋ 51：09．71 4．1�
816 ミッキースピリット 牡5鹿 54 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 61：10．01� 71．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 227，130，400円 複勝： 335，591，600円 枠連： 136，279，000円
馬連： 730，662，800円 馬単： 226，478，800円 ワイド： 531，804，600円
3連複： 1，541，879，400円 3連単： 1，546，803，100円 計： 5，276，629，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 220円 � 190円 枠 連（1－7） 820円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 870円 �� 700円 �� 740円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 25，250円

票 数

単勝票数 計2271304 的中 � 274364（4番人気）
複勝票数 計3355916 的中 � 391724（4番人気）� 393010（3番人気）� 494843（2番人気）
枠連票数 計1362790 的中 （1－7） 127693（3番人気）
馬連票数 計7306628 的中 �� 243131（6番人気）
馬単票数 計2264788 的中 �� 36905（12番人気）
ワイド票数 計5318046 的中 �� 154553（5番人気）�� 197853（2番人気）�� 185834（3番人気）
3連複票数 計15418794 的中 ��� 282819（3番人気）
3連単票数 計15468031 的中 ��� 44396（30番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．2―11．3―11．6―11．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．6
3 15，18，4，12（2，9，14）（6，11）（3，13）（8，16）（1，10）5（17，7） 4 15，18，4（2，12）（9，14）6（3，11，13）（1，8）16（17，10）（5，7）

勝馬の
紹 介

�シ ヴ ァ ー ジ �
�
父 First Samurai �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2018．1．27 京都1着

2015．3．27生 牡6栗 母 Indian Bay 母母 Buy the Barrel 22戦6勝 賞金 187，676，000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 ディープダイバー号

01120 1月31日 晴 稍重 （3中京1） 第10日 第12競走 1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

24 アイムポッシブル 牝4黒鹿 54
53 ☆団野 大成 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B468－ 21：24．2 11．6�

59 メイショウマサヒメ 牝4青鹿54 松山 弘平松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 488－ 41：24．3� 4．2�
36 クインズヴィヴィ 牝4青 54 福永 祐一 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 浦河 高昭牧場 480± 01：24．72� 6．1�
713 フォークテイル 牝5鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 71．2	
47 � トゥインクルリーフ 牝5鹿 55 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか ウエスタンファーム 452－141：24．91� 14．5

48 スエーニョブランコ 牝4芦 54 幸 英明藤田 在子氏 上村 洋行 日高 天羽 禮治 502－ 61：25．1� 2．1�
11 レッドシャーロット 牝6鹿 55 岩田 望来 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：25．31� 25．6�
23 ヴィーナスフローラ 牝7栗 55 吉田 豊大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 61：25．51 78．8
612 ダイメイギンガ 牝6栗 55 太宰 啓介宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 482± 01：25．6� 107．7�
510 メモリーコバルト 牝6栗 55 国分 恭介�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 480－ 2 〃 クビ 27．8�
714 テイエムレビュー 牝4栗 54 �島 克駿竹園 正繼氏 浜田多実雄 新冠 大栄牧場 468＋101：25．7� 190．6�
815 チュウワフライヤー 牝5栗 55 和田 竜二中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 512－ 61：26．12 10．9�
35 � シゲルルビー 牝5黒鹿55 松若 風馬森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 490－ 41：26．2� 102．2�
611 ミンネザング 牝7鹿 55 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476－ 61：26．62� 209．0�
12 � ナナカマドカ 牝5黒鹿55 川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 470＋ 61：27．02 257．7�
816 アマリリステソーロ 牝5青 55 池添 謙一了德寺健二ホール

ディングス� 高橋 康之 新ひだか 幌村牧場 442± 01：27．21� 260．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 88，391，500円 複勝： 112，894，100円 枠連： 32，870，700円
馬連： 187，723，700円 馬単： 71，586，700円 ワイド： 143，430，200円
3連複： 303，122，500円 3連単： 402，732，500円 計： 1，342，751，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 250円 � 170円 � 190円 枠 連（2－5） 1，440円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 580円 �� 900円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 29，230円

票 数

単勝票数 計 883915 的中 � 60734（5番人気）
複勝票数 計1128941 的中 � 105304（5番人気）� 196674（2番人気）� 150891（3番人気）
枠連票数 計 328707 的中 （2－5） 17636（6番人気）
馬連票数 計1877237 的中 �� 73413（8番人気）
馬単票数 計 715867 的中 �� 11183（19番人気）
ワイド票数 計1434302 的中 �� 63566（6番人気）�� 38704（11番人気）�� 88589（3番人気）
3連複票数 計3031225 的中 ��� 64646（10番人気）
3連単票数 計4027325 的中 ��� 9987（91番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―12．2―12．5―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．8―47．0―59．5―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイムポッシブル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Yankee Victor デビュー 2019．7．14 中京4着

2017．2．27生 牝4黒鹿 母 シーズインポッシブル 母母 Difficult 11戦2勝 賞金 27，310，000円
［他本会外：1戦1勝］

４レース目



（3中京1）第10日 1月31日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 163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

251，490，000円
8，210，000円
24，650，000円
1，720，000円
29，730，000円
68，413，000円
4，761，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
755，027，700円
1，259，128，300円
293，788，500円
1，661，744，200円
656，417，600円
1，292，568，500円
3，012，146，100円
3，538，440，100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 12，469，261，000円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回中京競馬第10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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