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01121 2月6日 晴 稍重 （3中京1） 第11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

23 キタサンマーベラス 牝3栗 54 岩田 望来�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 462－ 21：55．3 3．6�
59 プレアヴィヒア 牝3栗 54 福永 祐一�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 512－ 61：55．62 2．8�
815 マリオンエール 牝3鹿 54 幸 英明サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 454± 01：55．7� 3．5�
46 アルムポテンツァ 牝3栗 54 古川 吉洋﨑川美枝子氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428＋ 21：57．310 60．4�
58 アサケレディ 牝3黒鹿54 和田 竜二大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 452＋10 〃 ハナ 15．6	
713 クリスタルハート 牝3栗 54 藤井勘一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム 484－ 41：57．4� 43．3

610 ブリングトゥライフ 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成�G1レーシング 手塚 貴久 安平 追分ファーム 456－101：57．5クビ 24．2�
11 タ カ チ ホ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁高橋 文男氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 464－101：58．13� 47．1�
34 マルヨティアナ 牝3栗 54 武藤 雅野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 454－ 21：58．2� 153．4
35 ラブリーマカロン 牝3芦 54 国分 優作�髙昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 488－ 4 〃 クビ 47．4�
47 コニャックダイヤ 牝3鹿 54

53 ☆森 裕太朗 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 藤沢牧場 444± 01：58．41� 49．4�
814 セ イ ー サ 牝3鹿 54 藤懸 貴志小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 城地牧場 384－ 41：58．82� 243．3�
611 ピエナセイラ 牝3鹿 54 川島 信二本谷 兼三氏 荒川 義之 日高 白井牧場 460－121：59．22� 271．1�
712 ジューンビアンカ 牝3鹿 54 小崎 綾也吉川 潤氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 460± 0 〃 アタマ 28．2�
22 エムティーロゼッタ 牝3栗 54 松山 弘平丸山 輝城氏 武 英智 新冠 オリエント牧場 458－ 21：59．41 12．4�
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売 得 金
単勝： 25，217，300円 複勝： 47，875，700円 枠連： 9，919，500円
馬連： 48，501，000円 馬単： 22，135，900円 ワイド： 46，092，200円
3連複： 87，076，700円 3連単： 97，683，500円 計： 384，501，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－5） 290円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 210円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 252173 的中 � 55773（3番人気）
複勝票数 計 478757 的中 � 103784（3番人気）� 112697（1番人気）� 111035（2番人気）
枠連票数 計 99195 的中 （2－5） 25636（1番人気）
馬連票数 計 485010 的中 �� 94076（1番人気）
馬単票数 計 221359 的中 �� 18748（2番人気）
ワイド票数 計 460922 的中 �� 73077（1番人気）�� 45047（3番人気）�� 54648（2番人気）
3連複票数 計 870767 的中 ��� 164383（1番人気）
3連単票数 計 976835 的中 ��� 36189（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―37．5―50．3―1：03．4―1：16．7―1：29．6―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

キタサンマーベラス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．1．23 中京2着

2018．4．29生 牝3栗 母 キタサンラブソング 母母 オリンピアデュカキス 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ピエナセイラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年4月6日まで平地競走に出走できない。

01122 2月6日 晴 稍重 （3中京1） 第11日 第2競走 1，400�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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

35 メイショウヨシテル 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 466± 01：25．8 4．8�
48 メイショウカイト 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 438－ 41：25．9� 17．7�
713 インテンスフレイム 牡3黒鹿56 松山 弘平ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506＋ 21：26．0クビ 5．6�
24 マイネルグスタフ 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 21：26．21� 2．0�
510 ハイモビリティ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ゼットステーブル 502－ 41：26．52 6．9	
59 ワンダーイチョウ 牡3鹿 56 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 486－ 61：26．6� 227．8

612 ニホンピロジャック 牡3黒鹿56 和田 翼小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 456＋ 21：27．13 128．3�
36 ブッカープライズ 牡3栗 56 和田 竜二 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 428－ 41：27．52� 29．1
47 ニューフロンティア 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗平井 裕氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 462－101：27．81� 117．5�
611 スターオブドーレ 牡3黒鹿56 荻野 琢真光安 了氏 田所 秀孝 日高 原田ファーム 464－ 21：28．33� 49．7�
23 クリノハーヴィー 牡3鹿 56 加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 若林 順一 470＋ 21：28．4� 226．3�
11 キラーマウンテン 牡3黒鹿56 酒井 学山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 486＋ 61：28．71� 27．9�
816 メイショウヤマツミ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 庄野 靖志 新ひだか 水上 習孝 516－12 〃 ハナ 36．6�
815 パスオーバー 牡3黒鹿56 藤井勘一郎宮田 直也氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 486＋ 41：29．01� 242．4�
12 オクタヴィアン �3黒鹿56 川須 栄彦 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 470－ 41：29．21� 29．9�
714 シンゼンダッシュ 牡3青鹿56 小崎 綾也原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 458－ 21：29．73 360．1�
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売 得 金
単勝： 32，729，100円 複勝： 64，298，600円 枠連： 8，630，400円
馬連： 54，596，700円 馬単： 24，163，800円 ワイド： 48，964，400円
3連複： 85，803，400円 3連単： 94，173，400円 計： 413，359，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 380円 � 250円 枠 連（3－4） 2，840円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 990円 �� 490円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 43，480円

票 数

単勝票数 計 327291 的中 � 54498（2番人気）
複勝票数 計 642986 的中 � 97005（2番人気）� 38290（5番人気）� 66824（4番人気）
枠連票数 計 86304 的中 （3－4） 2354（11番人気）
馬連票数 計 545967 的中 �� 10222（11番人気）
馬単票数 計 241638 的中 �� 2556（22番人気）
ワイド票数 計 489644 的中 �� 12429（9番人気）�� 27202（4番人気）�� 9397（13番人気）
3連複票数 計 858034 的中 ��� 8214（24番人気）
3連単票数 計 941734 的中 ��� 1570（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―47．1―1：00．1―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨシテル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．7．4 阪神3着

2018．5．21生 牡3黒鹿 母 ホッコーユニバース 母母 ウイングドキャット 5戦1勝 賞金 8，970，000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 アルドゥマン号

第１回 中京競馬 第１１日



01123 2月6日 晴 稍重 （3中京1） 第11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

711 アレクサンドロス 牡3黒鹿56 福永 祐一吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492－ 42：02．7 1．9�
46 アスターナランハ 牡3黒鹿56 国分 優作加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 B472－ 22：02．8� 4．2�
610 ブザービート 牡3栗 56 川須 栄彦水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 岡田牧場 B464＋162：03．0� 9．9�
34 グリンブルスティ 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ B468－ 6 〃 クビ 21．0�

33 オーホンブリック 牡3鹿 56 国分 恭介�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 506＋ 22：03．21 61．5�

69 � コスモシェルパ 牡3鹿 56 柴田 未崎 	ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor
e Farm 444± 02：03．73 109．6


11 ハイラブハンター 牡3鹿 56 太宰 啓介服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 496＋122：04．01� 309．8�
814� ウォータークレスト 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗吉田 千津氏 角居 勝彦 英 Shadai Farm 468＋ 22：04．1� 9．8�
813 ヨリクンロード 牡3鹿 56 松山 弘平辻子 依旦氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 516± 02：04．31	 7．8
58 キタノウズシオ 牡3鹿 56 岡田 祥嗣北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 三石川上牧場 B504－ 22：05．25 127．4�
712� ソ ジ ュ ン 牡3芦 56 和田 竜二山口功一郎氏 安田 翔伍 米 Arturo

Vargas 506－ 4 〃 アタマ 30．8�
45 ジーソウルブラザー 牡3黒鹿56 藤懸 貴志�ジーホース 清水 久詞 新冠 アサヒ牧場 476－ 62：06．37 130．4�
57 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 460－ 22：06．93� 21．0�
22 パラダイスアレイ 牡3青鹿56 池添 謙一橋元 勇氣氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 460－ 22：08．8大差 89．5�
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売 得 金
単勝： 38，997，500円 複勝： 60，434，500円 枠連： 9，795，700円
馬連： 53，545，900円 馬単： 28，684，500円 ワイド： 53，450，300円
3連複： 85，066，400円 3連単： 101，518，500円 計： 431，493，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 260円 �� 300円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，320円

票 数

単勝票数 計 389975 的中 � 156345（1番人気）
複勝票数 計 604345 的中 � 218152（1番人気）� 96698（2番人気）� 69874（3番人気）
枠連票数 計 97957 的中 （4－7） 15056（2番人気）
馬連票数 計 535459 的中 �� 70193（1番人気）
馬単票数 計 286845 的中 �� 23033（1番人気）
ワイド票数 計 534503 的中 �� 56107（1番人気）�� 46958（2番人気）�� 21893（8番人気）
3連複票数 計 850664 的中 ��� 48216（1番人気）
3連単票数 計1015185 的中 ��� 17021（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．3―18．6―30．0―43．8―56．8―1：09．8―1：23．1―1：36．5―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アレクサンドロス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2020．6．28 阪神6着

2018．3．1生 牡3黒鹿 母 オールザウェイベイビー 母母 Lustily 4戦1勝 賞金 7，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パラダイスアレイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月6日まで平地競

走に出走できない。

01124 2月6日 晴 稍重 （3中京1） 第11日 第4競走 ��1，400�3歳新馬
発走11時30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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

714 ハースファイア 牡3栗 56 川田 将雅 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456 ―1：27．1 2．6�

816 メイショウカークス 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 本巣 敦 410 ―1：27．52� 26．1�
611 ミッキークイック 牡3青鹿56 武 豊野田みづき氏 大久保龍志 浦河 有限会社

吉田ファーム 512 ―1：27．6� 3．7�
12 ザモウコダマシイ 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成廣崎 智子氏 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 460 ―1：27．81 22．4�
59 イフティファール 牡3黒鹿56 藤井勘一郎�ノースヒルズ 大久保龍志 新ひだか 飛野牧場 474 ―1：27．9クビ 11．1	
36 グルーヴライン 牝3鹿 54 加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 434 ―1：28．0� 8．1

23 ビービーディーン 牡3栗 56 国分 恭介坂東 勝彦氏 野中 賢二 日高 シンボリ牧場 462 ―1：28．31� 82．7�
713 リフレーミング 牡3黒鹿56 柴山 雄一栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 464 ― 〃 クビ 23．5�
612 ホッコーハナミチ 牡3鹿 56 太宰 啓介北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 476 ―1：28．61� 10．2
35 トーホウアシュラ 牡3鹿 56

55 ☆森 裕太朗東豊物産� 谷 潔 浦河 市川フアーム 534 ―1：29．02� 57．7�
11 タガノリバイバー 牝3鹿 54 �島 良太八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490 ―1：29．42� 81．4�
24 ジーノカロリーナ 牝3鹿 54 坂井 瑠星西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 404 ―1：30．04 66．0�
47 スズカトロワ 牡3黒鹿56 小崎 綾也永井 啓弍氏 武 英智 新ひだか 増本牧場 478 ―1：31．06 240．5�
510 ワンダーアバロン 牡3栗 56 長岡 禎仁山本 能成氏 石橋 守 浦河 秋場牧場 478 ―1：31．32 232．6�
815 メイショウシオサキ 牝3青鹿54 高倉 稜松本 好雄氏 長谷川浩大 浦河 斉藤英牧場 398 ―1：31．51 78．1�
48 リュクスマジェスタ 牡3栗 56 藤懸 貴志田畑 憲士氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 476 ―1：32．35 10．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，981，600円 複勝： 38，813，800円 枠連： 9，053，900円
馬連： 39，805，800円 馬単： 18，019，100円 ワイド： 36，224，400円
3連複： 58，729，200円 3連単： 63，799，300円 計： 294，427，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 540円 � 150円 枠 連（7－8） 2，020円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 6，010円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 260円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 24，920円

票 数

単勝票数 計 299816 的中 � 90028（1番人気）
複勝票数 計 388138 的中 � 78377（2番人気）� 12348（9番人気）� 81994（1番人気）
枠連票数 計 90539 的中 （7－8） 3466（9番人気）
馬連票数 計 398058 的中 �� 7728（15番人気）
馬単票数 計 180191 的中 �� 2245（22番人気）
ワイド票数 計 362244 的中 �� 7228（13番人気）�� 43129（1番人気）�� 5964（20番人気）
3連複票数 計 587292 的中 ��� 10716（10番人気）
3連単票数 計 637993 的中 ��� 1856（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．3―49．4―1：02．6―1：14．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハースファイア �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Touch Gold 初出走

2018．2．20生 牡3栗 母 スウィートハース 母母 Sweet Gold 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュクスマジェスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月6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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 カカンクオン号・シュガーレス号・ナムラケプラー号・ニホンピロラブリー号・フィッツカラルド号・

マックスウォリアー号・メイショウチャイブ号・メイショウユウスゲ号・モラトリアム号・ヤマニンカホン号



01125 2月6日 晴 良 （3中京1） 第11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

23 サトノスカイターフ 牡3鹿 56 松山 弘平 �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 486－ 41：35．2 3．7�
611 カバーガール 牝3黒鹿54 武 豊石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 468＋ 2 〃 アタマ 13．8�
48 マテンロウアレス 牡3鹿 56 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 488－ 6 〃 ハナ 1．4�
47 セ ラ ヴ ィ ー 牝3鹿 54 岩田 望来�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 404－ 81：35．51� 35．8�
35 ヴィトーリア 牡3黒鹿56 北村 友一寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 430－ 21：35．71� 123．6�
36 ゴ ダ イ リ キ 牡3鹿 56 和田 竜二青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 492－ 61：35．91� 13．4	
612 スカイトライア 牡3鹿 56 古川 吉洋水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 492＋241：36．21� 41．7

510 トウカイクラルテ 	3鹿 56 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 462－ 21：36．51� 314．6�
24 ロワンディシー 牡3鹿 56 幸 英明松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 444－ 21：36．6� 23．3�
713 マ ー レ ッ ト 牡3鹿 56 酒井 学�錦岡牧場 渡辺 薫彦 新冠 錦岡牧場 446＋161：36．7� 113．5
816 バトルナユタ 牝3黒鹿54 加藤 祥太宮川 秋信氏 浜田多実雄 洞
湖 レイクヴィラファーム 506－ 21：37．12� 323．1�
59 ブーゲンビリア 牝3黒鹿54 藤懸 貴志飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B418－ 21：37．2クビ 314．6�
11 ラ ン ト 牝3黒鹿54 坂井 瑠星田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 472－101：37．94 115．8�
815 ゲ ノ ム 牡3鹿 56 松若 風馬今村 明浩氏 高柳 大輔 日高 白井牧場 432＋ 6 〃 クビ 202．3�
714 ライヴキャンディー 牡3鹿 56 高倉 稜澤田 孝之氏 渡辺 薫彦 新ひだか 桜井牧場 400－ 81：38．53� 288．8�
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12 ショウナンガルーダ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 天羽牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，329，500円 複勝： 162，679，200円 枠連： 8，935，300円
馬連： 56，041，100円 馬単： 35，944，800円 ワイド： 48，195，900円
3連複： 91，927，200円 3連単： 168，125，400円 計： 609，178，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 110円 � 130円 � 100円 枠 連（2－6） 1，490円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 320円 �� 120円 �� 220円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 差引計 373295（返還計 634） 的中 � 79806（2番人気）
複勝票数 差引計1626792（返還計 796） 的中 � 126308（2番人気）� 68665（3番人気）� 1284560（1番人気）
枠連票数 差引計 89353（返還計 2 ） 的中 （2－6） 4644（4番人気）
馬連票数 差引計 560411（返還計 1247） 的中 �� 21820（5番人気）
馬単票数 差引計 359448（返還計 567） 的中 �� 8391（9番人気）
ワイド票数 差引計 481959（返還計 1176） 的中 �� 27546（4番人気）�� 139799（1番人気）�� 45830（2番人気）
3連複票数 差引計 919272（返還計 4655） 的中 ��� 148209（1番人気）
3連単票数 差引計1681254（返還計 5902） 的中 ��� 22501（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．0―46．3―58．3―1：10．1―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．9―3F36．9

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

勝馬の
紹 介

サトノスカイターフ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mineshaft デビュー 2020．9．20 中京2着

2018．2．27生 牡3鹿 母 シ ー ヴ 母母 Belterra 4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔出走取消〕 ショウナンガルーダ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ヴィトーリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） 2頭 ウェイオブライト号・ムラサメマル号

01126 2月6日 晴 稍重 （3中京1） 第11日 第6競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走12時55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

44 ラヴォアドゥース 牝4栃栗54 和田 竜二�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 21：53．0 2．5�

11 ヴ ィ ネ ッ ト 牝4鹿 54 松山 弘平水上ふじ子氏 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 494－ 21：53．21 4．6�
55 レッドレビン 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 B508± 0 〃 クビ 4．6�
22 クラウンデザイアー 牡4黒鹿 56

55 ☆団野 大成�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 484＋ 21：54．26 6．8�
89 ジ ロ ー 牡4鹿 56 松若 風馬杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 476＋101：54．3クビ 13．8�
33 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 502－ 61：54．51� 56．3	
66 ダイメイコスモス 牡5栗 57 太宰 啓介宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 514－ 21：55．03 6．7

88 トモジャチャーリー 牡5鹿 57 国分 優作吉冨 学氏 大根田裕之 新ひだか 三石川上牧場 516＋ 41：55．42� 58．9�
77 � ダノンローチェ 牡4黒鹿56 岩田 康誠�ダノックス 高橋 康之 浦河 有限会社

吉田ファーム 524－101：55．82� 47．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 34，169，000円 複勝： 46，792，300円 枠連： 6，022，200円
馬連： 50，229，700円 馬単： 25，150，400円 ワイド： 37，516，200円
3連複： 71，983，200円 3連単： 125，320，900円 計： 397，183，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 170円 � 130円 枠 連（1－4） 680円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 280円 �� 190円 �� 360円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，600円

票 数

単勝票数 計 341690 的中 � 108637（1番人気）
複勝票数 計 467923 的中 � 157427（1番人気）� 50105（4番人気）� 89929（2番人気）
枠連票数 計 60222 的中 （1－4） 6787（3番人気）
馬連票数 計 502297 的中 �� 52630（3番人気）
馬単票数 計 251504 的中 �� 13798（4番人気）
ワイド票数 計 375162 的中 �� 32497（3番人気）�� 59241（1番人気）�� 23086（5番人気）
3連複票数 計 719832 的中 ��� 64255（2番人気）
3連単票数 計1253209 的中 ��� 25180（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．3―49．8―1：02．1―1：14．8―1：27．8―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．2
1
3
1，2（7，4）5，3－8（6，9）・（1，2）（7，4）（3，5）（8，9，6）

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

勝馬の
紹 介

ラヴォアドゥース 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．6．1 阪神3着

2017．4．11生 牝4栃栗 母 フィーリングトーン 母母 グレースランド 13戦2勝 賞金 21，820，000円



01127 2月6日 晴 良 （3中京1） 第11日 第7競走 2，000�4歳以上1勝クラス
発走13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
1：58．3
1：56．1

良
良

33 サンテローズ 牝4栗 54 松山 弘平 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 514－ 42：04．3 3．3�
77 ナムラショウグン 牡4青鹿56 加藤 祥太奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 484－ 22：04．51� 47．4�
22 ポールトゥウィン 牡4鹿 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 500－ 22：04．71� 17．2�
11 キラープレゼンス 牝5青鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 536－ 4 〃 ハナ 1．8�
44 ウィズダイヤモンズ 牝4鹿 54 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 4 〃 ハナ 6．9	
55 ウインベイランダー 牡4芦 56 和田 竜二�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 488± 02：04．8アタマ 8．5

88 マイネルデステリョ 牡4黒鹿56 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 450－ 42：05．01� 24．9�
89 ミャゴラーレ 牡4鹿 56

55 ☆団野 大成山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 532＋ 6 〃 クビ 90．4�
66 ナンヨーマーズ 牡7鹿 57 武藤 雅中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B464＋182：05．32 106．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，624，500円 複勝： 72，386，800円 枠連： 7，531，400円
馬連： 44，664，700円 馬単： 27，991，000円 ワイド： 37，583，800円
3連複： 68，419，100円 3連単： 150，188，200円 計： 447，389，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 310円 � 1，170円 � 480円 枠 連（3－7） 11，740円

馬 連 �� 8，180円 馬 単 �� 12，200円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 1，140円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 26，780円 3 連 単 ��� 124，290円

票 数

単勝票数 計 386245 的中 � 93501（2番人気）
複勝票数 計 723868 的中 � 69302（2番人気）� 14564（7番人気）� 39847（5番人気）
枠連票数 計 75314 的中 （3－7） 497（20番人気）
馬連票数 計 446647 的中 �� 4230（18番人気）
馬単票数 計 279910 的中 �� 1720（30番人気）
ワイド票数 計 375838 的中 �� 4549（18番人気）�� 8726（12番人気）�� 2774（23番人気）
3連複票数 計 684191 的中 ��� 1916（39番人気）
3連単票数 計1501882 的中 ��� 876（192番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．5―38．6―51．8―1：04．9―1：17．6―1：30．0―1：41．7―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．3
1
3
5，4（1，2）9，3，8，7，6
5，4（1，2）9（8，3）7，6

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

勝馬の
紹 介

サンテローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Aldebaran デビュー 2020．6．21 函館1着

2017．2．27生 牝4栗 母 マ ン ビ ア 母母 Algoa 3戦2勝 賞金 12，700，000円

01128 2月6日 晴 良 （3中京1） 第11日 第8競走 ��2，200�
ちゃうすやまこうげん

茶臼山高原特別
発走13時55分（番組第9競走を順序変更） （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 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

55 サトノグロワール 牡6黒鹿57 岩田 望来 �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 520＋142：13．4 5．4�
44 エレヴァルアスール 牡5黒鹿57 松若 風馬�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 B510＋142：13．61� 28．6�
11 エンデュミオン 牡4黒鹿56 川田 将雅�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 454－ 22：14．02� 2．6�
22 ヒシエレガンス 牡4栗 56 岩田 康誠阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490± 02：14．31� 12．6�
66 ナリタザクラ 牡4黒鹿56 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 506± 02：14．4クビ 1．7	
33 ブラックジェイド 牡7黒鹿57 太宰 啓介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 B550± 02：14．93� 46．0

（6頭）

売 得 金
単勝： 40，865，700円 複勝： 43，641，500円 枠連： 発売なし
馬連： 42，565，700円 馬単： 33，440，000円 ワイド： 23，828，400円
3連複： 56，023，700円 3連単： 209，575，200円 計： 449，940，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 350円 � 1，290円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，130円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 880円 �� 220円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 27，830円

票 数

単勝票数 計 408657 的中 � 59538（3番人気）
複勝票数 計 436415 的中 � 53580（3番人気）� 12199（5番人気）
馬連票数 計 425657 的中 �� 6418（10番人気）
馬単票数 計 334400 的中 �� 2668（18番人気）
ワイド票数 計 238284 的中 �� 6058（9番人気）�� 33227（3番人気）�� 10704（7番人気）
3連複票数 計 560237 的中 ��� 13498（8番人気）
3連単票数 計2095752 的中 ��� 5459（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．4―36．1―48．0―1：00．1―1：12．4―1：24．6―1：36．7―1：48．8―2：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．7
1
3
3＝4－5（1，6）－2
3＝4－5（1，6）－2

2
4
3＝4－5（1，6）－2
3－4（1，5）6，2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノグロワール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 O’Reilly デビュー 2017．12．23 阪神2着

2015．1．20生 牡6黒鹿 母 シャムロッカー 母母 Bohemian Blues 9戦3勝 賞金 46，014，000円



01129 2月6日 晴 稍重 （3中京1） 第11日 第9競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （ダート・左）

負担重量は，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
1：20．3
1：20．3

不良
不良

47 ダンシングサンダー 牡4栗 57 川田 将雅永井商事� 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 482－ 21：25．4 2．9�
36 ジャミールフエルテ �5鹿 57

56 ☆団野 大成吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 472－ 21：25．5� 2．9�
12 ダイヤレイジング 牝5栗 55 岩田 望来三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 456－ 2 〃 クビ 4．9�
612 スプリットロック 牡4栗 57 北村 友一水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 476＋ 21：25．81� 23．7�
714 テイエムクイーン 牝4鹿 55 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 北星村田牧場 490± 0 〃 クビ 23．2�
48 メイショウバンカラ 牡7鹿 57 中井 裕二松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 526－ 41：26．01� 46．2	
510� ライブリーホーム 牡5鹿 57 岩田 康誠加藤 哲郎氏 石橋 守 新冠 大狩部牧場 520＋ 61：26．42 37．5

11 タガノゴマチャン 牡5芦 57 川須 栄彦八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 486＋ 4 〃 クビ 20．1�
816 ア タ ミ 牡7黒鹿57 和田 竜二副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 木村牧場 494＋ 41：26．61� 27．8�
611� メイショウウグイス 牝5鹿 55 酒井 学松本 好雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 472＋ 21：26．81 25．4
713 デルマトルマリン 牝4鹿 55 小崎 綾也浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 476－ 41：27．01� 301．7�
23 サンハンツビル 牝5黒鹿55 幸 英明 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ 450－121：27．31� 118．3�
59 � ショーコーズ 牝6栗 55 武藤 雅吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 452± 0 〃 アタマ 154．8�
35 � ラカマロネス 牝6鹿 55 松山 弘平一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 B468＋161：27．4� 13．4�
815 シゲルガラテア 牡4栗 57 古川 吉洋森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B498± 01：27．72 50．8�
24 � ブックウエスト 牝4鹿 55 藤井勘一郎西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 佐藤 静子 434－ 41：28．76 289．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，153，800円 複勝： 38，788，900円 枠連： 13，484，500円
馬連： 63，754，000円 馬単： 25，843，200円 ワイド： 50，431，500円
3連複： 104，133，800円 3連単： 115，152，200円 計： 440，741，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 130円 枠 連（3－4） 420円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 220円 �� 260円 �� 270円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 291538 的中 � 79081（1番人気）
複勝票数 計 387889 的中 � 90447（1番人気）� 75115（2番人気）� 74839（3番人気）
枠連票数 計 134845 的中 （3－4） 24511（1番人気）
馬連票数 計 637540 的中 �� 93631（1番人気）
馬単票数 計 258432 的中 �� 20736（1番人気）
ワイド票数 計 504315 的中 �� 60007（1番人気）�� 47765（2番人気）�� 45291（3番人気）
3連複票数 計1041338 的中 ��� 120197（1番人気）
3連単票数 計1151522 的中 ��� 31502（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．6―12．2―12．5―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．6―47．8―1：00．3―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンシングサンダー �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．6．15 阪神6着

2017．4．27生 牡4栗 母 スズカローズマリー 母母 ローズオブスズカ 12戦2勝 賞金 19，860，000円
［他本会外：1戦0勝］

01130 2月6日 晴 良 （3中京1） 第11日 第10競走 ��
��1，600�エルフィンステークス（Ｌ）

発走15時00分 （芝・左）
牝，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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：30．3

良
良

79 サルファーコスモス 牝3黒鹿54 川田 将雅吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456－ 41：36．0 8．4�
11 ス ン リ 牝3鹿 54 池添 謙一白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B462＋ 4 〃 クビ 216．9�
55 クァンタムレルム 牝3栗 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458± 01：36．1クビ 46．5�
67 マリアエレーナ 牝3芦 54 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 410－ 6 〃 クビ 7．2�
68 ルージュグラース 牝3鹿 54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 414－181：36．2	 98．3�
56 ヴェールクレール 牝3黒鹿54 福永 祐一 	シルクレーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 462－ 61：36．31 6．2

22 ナムラメーテル 牝3青鹿54 和田 竜二奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 新ひだか 八田ファーム 430± 01：36．51 59．6�
811 ディヴァインラヴ 牝3鹿 54 団野 大成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 ハナ 26．9�
33 
 エリザベスタワー 牝3黒鹿54 武 豊 	社台レースホース高野 友和 英 Shadai Farm 512± 0 〃 ハナ 2．1
44 ジェラルディーナ 牝3鹿 54 北村 友一 	サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：36．6� 5．7�
812 サトノルーチェ 牝3鹿 54 幸 英明 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 420－ 81：37．13 12．5�
710 デルマセイシ 牝3青鹿54 松若 風馬浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462－ 61：38．37 63．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 120，281，500円 複勝： 150，490，500円 枠連： 21，895，300円
馬連： 204，431，800円 馬単： 76，242，900円 ワイド： 129，624，200円
3連複： 266，271，200円 3連単： 366，269，600円 計： 1，335，507，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 330円 � 3，630円 � 1，000円 枠 連（1－7） 25，060円

馬 連 �� 85，210円 馬 単 �� 115，510円

ワ イ ド �� 17，130円 �� 3，140円 �� 33，140円

3 連 複 ��� 399，400円 3 連 単 ��� 2，124，360円

票 数

単勝票数 計1202815 的中 � 114057（5番人気）
複勝票数 計1504905 的中 � 139826（5番人気）� 9890（12番人気）� 37909（8番人気）
枠連票数 計 218953 的中 （1－7） 677（28番人気）
馬連票数 計2044318 的中 �� 1979（59番人気）
馬単票数 計 762429 的中 �� 495（102番人気）
ワイド票数 計1296242 的中 �� 1942（58番人気）�� 10814（27番人気）�� 1002（64番人気）
3連複票数 計2662712 的中 ��� 500（194番人気）
3連単票数 計3662696 的中 ��� 125（1070番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．5―49．2―1：01．7―1：13．4―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

サルファーコスモス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．11．8 阪神3着

2018．3．11生 牝3黒鹿 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 3戦2勝 賞金 27，159，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



01131 2月6日 晴 稍重 （3中京1） 第11日 第11競走 ��
��1，900�アルデバランステークス

発走15時35分 （ダート・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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：55．9
1：53．7

重
不良

714	 ロードレガリス 牡6黒鹿57 武 豊 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 526＋ 41：58．4 3．8�
816 マグナレガーロ 牡6青鹿56 池添 謙一 �シルクレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 496＋121：58．5
 7．7�
48 マイネルユキツバキ 牡6鹿 57 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 534－ 61：58．61 14．9�
815 ミヤジコクオウ 牡4青鹿56 和田 竜二曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 512＋ 61：59．23
 22．5�
11 エルデュクラージュ �7芦 58 松山 弘平 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 518＋101：59．3クビ 16．3	
24 コ ン カ ラ ー 牡5鹿 56 北村 友一江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 480－ 41：59．61� 111．6

12 アッシェンプッテル 牝5鹿 54 藤岡 佑介 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 520＋16 〃 クビ 9．4�
510 タ イ サ イ 牡5栗 56 中井 裕二椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484＋ 42：00．23
 90．9�
713 バスカヴィル 牡7鹿 56 小崎 綾也ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

484＋ 22：00．3アタマ 275．3
612 バーナードループ 牡4黒鹿55 幸 英明 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 520＋ 7 〃 ハナ 24．4�
59 マリオマッハー 牡4芦 55 岩田 康誠サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 456± 02：00．51� 6．8�
47 ペ オ ー ス 牡4鹿 55 福永 祐一�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－142：01．14 4．4�
23 サンチェサピーク 牡7黒鹿56 坂井 瑠星 �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 534－ 62：01．31 184．5�
611 ヒロイックテイル 牡4栗 55 岩田 望来吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 ハナ 8．3�
35 ゴーフォザサミット 牡6黒鹿57 団野 大成山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 514＋ 22：01．4� 64．9�
36 エムオーグリッタ 牡7鹿 56 古川 吉洋大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 B504－ 22：01．5アタマ 117．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 115，431，500円 複勝： 183，406，400円 枠連： 66，582，300円
馬連： 333，233，000円 馬単： 101，343，100円 ワイド： 226，668，300円
3連複： 589，296，500円 3連単： 541，414，600円 計： 2，157，375，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 220円 � 340円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，000円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 27，800円

票 数

単勝票数 計1154315 的中 � 237039（1番人気）
複勝票数 計1834064 的中 � 302935（1番人気）� 221630（3番人気）� 121072（7番人気）
枠連票数 計 665823 的中 （7－8） 51528（3番人気）
馬連票数 計3332330 的中 �� 196535（1番人気）
馬単票数 計1013431 的中 �� 32211（2番人気）
ワイド票数 計2266683 的中 �� 108323（1番人気）�� 57625（9番人気）�� 34395（24番人気）
3連複票数 計5892965 的中 ��� 56551（23番人気）
3連単票数 計5414146 的中 ��� 14117（62番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700�
7．1―18．4―29．7―42．9―55．8―1：08．6―1：21．3―1：33．7―1：45．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

	ロードレガリス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fusaichi Pegasus

2015．5．30生 牡6黒鹿 母 レディマーメイド 母母 Mother of Pearl 13戦5勝 賞金 87，277，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

※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。
（非当選馬） 1頭 メイショウマトイ号
（非抽選馬） 8頭 アポロテネシー号・ヴァニラアイス号・サトノギャロス号・サトノフェイバー号・シャイニービーム号・ドリュウ号・

モルフェオルフェ号・レッドフレイ号

01132 2月6日 晴 稍重 （3中京1） 第11日 第12競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，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 � サイモンハロルド 牡4鹿 57 高倉 稜澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’
Farms, Inc. 448－ 61：11．6 7．1�

36 スズカカナロア 牡5鹿 57 川田 将雅永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 496－ 21：11．81� 3．0�
35 パ ド カ ト ル 牡5鹿 57 岩田 望来今村 明浩氏 野中 賢二 新ひだか 山際牧場 480＋121：11．9� 21．4�
815 レッドランサー 牡6黒鹿57 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 464－ 61：12．0� 47．2�
713� ピ ア シ ッ ク 牡5鹿 57 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

498－ 81：12．1� 3．1�
11 ショウゲッコウ 牝4鹿 55 中井 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 470－ 81：12．2� 32．3	
47 ゴールドクロス 牡6鹿 57 武藤 雅河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 494－ 61：12．51� 35．2

816 デルマカミカゼ 牡6黒鹿 57

54 ▲服部 寿希浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 470＋ 21：12．6� 48．5�
510 ア ス カ リ 	5栗 57 松山 弘平吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム B510＋ 81：12．91� 6．1�
612 シゲルベンガルトラ 牡7栗 57 和田 竜二森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 490－ 41：13．11
 34．7
714 マリアルージュ 牝5青鹿55 藤井勘一郎河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 464－ 81：13．31
 71．9�
23 ダイヤクイン 牝5芦 55 太宰 啓介大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 488＋ 41：13．4� 74．5�
611 スリーピート 牡4栗 57 小崎 綾也永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 512± 0 〃 クビ 16．5�
24 ニホンピロマドン 牡6鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B538－ 21：13．71� 105．5�
12 モズベイビー 牡5青鹿 57

56 ☆団野 大成 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 520＋ 8 〃 クビ 50．1�
48 � ベリースコール 	8黒鹿57 加藤 祥太田畑 利彦氏 石毛 善彦 仏 Mr Franck

Benillouche 496＋ 41：15．9大差 308．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，976，800円 複勝： 92，451，600円 枠連： 25，918，900円
馬連： 138，025，900円 馬単： 51，210，800円 ワイド： 110，826，200円
3連複： 222，763，300円 3連単： 244，583，600円 計： 949，757，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 150円 � 440円 枠 連（3－5） 490円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，860円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 8，740円 3 連 単 ��� 36，470円

票 数

単勝票数 計 639768 的中 � 71153（4番人気）
複勝票数 計 924516 的中 � 99863（4番人気）� 196929（1番人気）� 43021（7番人気）
枠連票数 計 259189 的中 （3－5） 40383（1番人気）
馬連票数 計1380259 的中 �� 92809（3番人気）
馬単票数 計 512108 的中 �� 14501（8番人気）
ワイド票数 計1108262 的中 �� 61701（3番人気）�� 9352（29番人気）�� 27653（10番人気）
3連複票数 計2227633 的中 ��� 19096（22番人気）
3連単票数 計2445836 的中 ��� 4861（92番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．1―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．3―35．4―47．6―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サイモンハロルド �
�
父 Maclean’s Music �

�
母父 Cowboy Cal デビュー 2019．8．24 新潟中止

2017．4．9生 牡4鹿 母 Cocoa Cowgirl 母母 Hot Cocoa 8戦2勝 賞金 20，500，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベリースコール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年3月6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） 2頭 ファストボウラー号・ライトオブピース号
（非抽選馬） 1頭 クリノビッグサージ号



（3中京1）第11日 2月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 160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

222，600，000円
7，520，000円
25，920，000円
1，110，000円
24，810，000円
66，565，000円
4，400，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
606，757，800円
1，002，059，800円
187，769，400円
1，129，395，300円
470，169，500円
849，405，800円
1，787，493，700円
2，277，804，400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
計 8，310，855，700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11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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