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01037 1月11日 曇 良 （3中京1） 第4日 第1競走 1，800�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

816 トップザビル 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 424－ 41：56．0 5．1�
815 ランスオブアース 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 21：56．21� 25．0�
12 ハイラブサンケイ 牝3栗 54 国分 優作服部 新平氏 大根田裕之 浦河 �川フアーム 510－ 21：57．69 20．6�
47 レヴィーアクイーン 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480± 01：57．81� 5．8�
713 アイリスクォーツ 牝3栗 54 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494－181：57．9クビ 6．9�
59 レ ー ニ ア 牝3黒鹿54 川須 栄彦	ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 4 〃 ハナ 6．8

611 フ ー ジ ャ オ 牝3栗 54 �島 克駿	ノースヒルズ 安田 翔伍 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 21：58．21� 48．7�
23 ピノヴェリタ 牝3鹿 54 吉田 隼人松村 真司氏 須貝 尚介 新ひだか 前田ファーム 490－ 21：58．3� 17．1�
35 アスターベルデ 牝3黒鹿54 松山 弘平加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 494－ 41：58．83 5．7
48 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 470－ 81：59．43� 72．2�
24 メ デ ィ シ ス 牝3鹿 54 小牧 太中辻 明氏 杉山 晴紀 浦河 バンブー牧場 B482－ 61：59．61� 163．6�
510 シゲルデカスロン 牝3青鹿 54

53 ☆富田 暁森中 蕃氏 木原 一良 洞�湖 レイクヴィラファーム 534± 01：59．81 195．8�
714 タガノキャンディ 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454－ 22：00．33� 25．3�

36 シンクロニシティ 牝3鹿 54 小崎 綾也 IRレーシング 新谷 功一 むかわ 桑原牧場 434－ 42：00．4クビ 214．5�
11 マテンロウガイア 牝3鹿 54 岩田 望来寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋ 82：02．010 6．1�
612 アレヴィクトワール 牝3黒鹿54 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 62：03．38 41．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，844，000円 複勝： 68，963，900円 枠連： 14，298，900円
馬連： 78，521，700円 馬単： 30，360，100円 ワイド： 71，919，200円
3連複： 123，446，900円 3連単： 116，580，100円 計： 544，934，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 930円 � 590円 枠 連（8－8） 7，330円

馬 連 �� 8，150円 馬 単 �� 12，220円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 3，280円 �� 7，600円

3 連 複 ��� 61，510円 3 連 単 ��� 278，020円

票 数

単勝票数 計 408440 的中 � 62846（1番人気）
複勝票数 計 689639 的中 � 98289（3番人気）� 16972（10番人気）� 28385（8番人気）
枠連票数 計 142989 的中 （8－8） 1511（28番人気）
馬連票数 計 785217 的中 �� 7464（33番人気）
馬単票数 計 303601 的中 �� 1863（45番人気）
ワイド票数 計 719192 的中 �� 6964（31番人気）�� 5679（42番人気）�� 2417（57番人気）
3連複票数 計1234469 的中 ��� 1505（157番人気）
3連単票数 計1165801 的中 ��� 304（764番人気）

ハロンタイム 13．0―10．6―13．3―13．6―12．6―13．1―13．5―13．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―23．6―36．9―50．5―1：03．1―1：16．2―1：29．7―1：43．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．8
1
3
・（1，7，10）（6，12，14）－（4，8）9（2，5）（13，15）（3，11）16・（11，10）（7，16）（1，8，14）（4，9）（5，13）（6，3，12，15）2

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

勝馬の
紹 介

トップザビル �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Congrats デビュー 2020．10．24 京都7着

2018．3．7生 牝3栗 母 トップデサイル 母母 Sequoia Queen 4戦1勝 賞金 7，610，000円
〔騎手変更〕 トップザビル号の騎手武豊は，病気のためM．デムーロに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マテンロウガイア号・アレヴィクトワール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

2月11日まで平地競走に出走できない。

01038 1月11日 曇 良 （3中京1） 第4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

59 コパノジャンピング 牡3鹿 56 幸 英明小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 534± 01：13．2 6．7�
510 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 472± 01：13．3クビ 4．0�
36 ペガサスハーツ 牝3鹿 54 坂井 瑠星�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 498＋ 21：14．04 3．3�
24 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＋161：14．21� 168．5�
713 サイモンルピナス 牝3黒鹿54 川又 賢治澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 438＋ 81：14．3クビ 51．8�
35 チェックメイト 牡3栗 56 吉田 隼人川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 506－101：14．61� 7．6	
12 ワキノフラッシュ 牡3鹿 56 小崎 綾也脇山 良之氏 飯田 祐史 新ひだか 広田牧場 482－ 2 〃 ハナ 20．2

47 ビスボッチャ 牝3鹿 54 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 41：14．71 9．0�
611 トーホウグロリアス 牡3栗 56 北村 友一東豊物産� 谷 潔 浦河 チェスナット

ファーム 486－ 41：14．8� 9．7
48 ナムライダテン 牡3芦 56 �島 良太奈村 睦弘氏 長谷川浩大 日高 ナカノファーム 500＋101：14．9クビ 29．0�
815 トムティット 牝3青鹿54 藤岡 佑介�髙昭牧場 中竹 和也 浦河 高昭牧場 452－ 41：15．0� 24．2�
612 ウンエンリヒカイ 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真幅田 昌伸氏 西園 正都 新冠 津田牧場 504＋ 41：15．1� 40．1�
23 クリノハーヴィー 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 若林 順一 468± 01：15．31� 36．1�
714 メイショウクチナシ 牝3鹿 54 藤懸 貴志松本 和子氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 448－ 21：15．41 334．1�
816 メイショウカモーン 牝3鹿 54 �島 克駿松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 458＋ 61：15．71� 270．7�
11 ムーンアルファルド 牡3鹿 56 高倉 稜山下 良子氏 石橋 守 浦河 杵臼斉藤牧場 458－ 61：18．5大差 201．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，051，300円 複勝： 65，723，500円 枠連： 15，691，400円
馬連： 69，549，700円 馬単： 28，321，400円 ワイド： 70，540，900円
3連複： 108，123，600円 3連単： 106，437，500円 計： 503，439，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 140円 � 140円 枠 連（5－5） 1，300円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 380円 �� 420円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 10，910円

票 数

単勝票数 計 390513 的中 � 46001（3番人気）
複勝票数 計 657235 的中 � 93289（3番人気）� 122915（1番人気）� 122601（2番人気）
枠連票数 計 156914 的中 （5－5） 9314（6番人気）
馬連票数 計 695497 的中 �� 42649（4番人気）
馬単票数 計 283214 的中 �� 7304（9番人気）
ワイド票数 計 705409 的中 �� 46876（2番人気）�� 40693（3番人気）�� 64373（1番人気）
3連複票数 計1081236 的中 ��� 55803（1番人気）
3連単票数 計1064375 的中 ��� 7070（15番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．5―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―23．8―35．7―48．2―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノジャンピング �
�
父 バトルプラン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．7．12 阪神11着

2018．5．21生 牡3鹿 母 ダイワチャーム 母母 エグズマキー 11戦1勝 賞金 10，210，000円
〔騎手変更〕 チェックメイト号の騎手武豊は，病気のため吉田隼人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンアルファルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月11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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 アイリッシュベル号・オープンワールド号・クリノヴァニラ号・クレイジーリッチ号・コパノピッチング号・

スペシャリティ号・タカミズ号・ディープシーテッド号・ニホンピロジャック号・ピエナパプリカ号・ローゼライト号

第１回 中京競馬 第４日



01039 1月11日 曇 良 （3中京1） 第4日 第3競走 ��1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

815� ジャスパードリーム 牡3栗 56 松山 弘平加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts
Humphrey Jr. 528－ 21：54．3 6．6�

713� ヴォワドアンジェ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 米 Three Chim-
neys Farm, LLC 454－ 61：54．72� 1．8�

11 マーブルウェイ 牡3鹿 56 吉田 隼人下村 直氏 西園 正都 新冠 石郷岡 五月 466－ 41：56．08 14．0�
48 � 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 466＋ 4 〃 ハナ 8．1�
816 ラインポラリス 牡3鹿 56 岩田 康誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 494＋181：56．42 6．9�
612 ユイノタンキマチ 牡3鹿 56 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 坂元 芳春 B430＋ 21：56．51 170．4�
35 オンデューティ 牡3黒鹿56 和田 竜二中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 81：56．81� 12．8	
47 ツーエムタイガー 牡3栗 56 �島 良太水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 パカパカ

ファーム 420± 01：57．22� 133．0

12 メイショウソウゴン 牡3栗 56 幸 英明松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 472－ 61：57．73 19．4�
510 テイエムジャガー �3青 56 国分 恭介竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 タニグチ牧場 502＋101：57．91	 82．4�
24 ラストチケット 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心 吉澤ホールディングス 石坂 正 浦河 カケハムポニークラブ 476－ 81：58．11	 237．3�
611 バ ケ ル 牡3青鹿56 松若 風馬ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 480－ 61：58．2� 46．1�
36 カドカラハジマル 牡3栗 56 坂井 瑠星芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 422－101：58．41� 91．4�
59 インバシオン 牡3鹿 56 柴山 雄一田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 488－181：58．5� 239．0�
23 ナムラロクロー 牡3鹿 56 太宰 啓介奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 ナカノファーム 528－ 21：58．7
 149．7�
714 ランスオブマルス 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真五影 慶則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472－ 61：58．81 52．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，943，200円 複勝： 77，207，700円 枠連： 15，784，600円
馬連： 69，079，000円 馬単： 37，502，700円 ワイド： 64，166，000円
3連複： 109，853，200円 3連単： 142，930，700円 計： 565，467，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 110円 � 270円 枠 連（7－8） 310円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，530円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 19，600円

票 数

単勝票数 計 489432 的中 � 58567（2番人気）
複勝票数 計 772077 的中 � 57702（5番人気）� 361544（1番人気）� 42190（6番人気）
枠連票数 計 157846 的中 （7－8） 38232（1番人気）
馬連票数 計 690790 的中 �� 63471（4番人気）
馬単票数 計 375027 的中 �� 13695（8番人気）
ワイド票数 計 641660 的中 �� 42831（4番人気）�� 9866（16番人気）�� 32611（5番人気）
3連複票数 計1098532 的中 ��� 23978（10番人気）
3連単票数 計1429307 的中 ��� 5286（62番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―13．4―12．5―12．0―12．5―13．0―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―37．8―50．3―1：02．3―1：14．8―1：27．8―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．5
1
3
2，13（5，15）－（4，11，16）（8，14）－1（7，10）－（12，6，3）9・（2，15）（13，16）5－（4，11）1－8－（7，12，14）6，3（9，10）

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパードリーム �
�
父 Speightstown �

�
母父 Curlin デビュー 2020．10．25 京都10着

2018．2．1生 牡3栗 母 Liberated 母母 Lady Melesi 3戦1勝 賞金 5，100，000円

01040 1月11日 曇 良 （3中京1） 第4日 第4競走 ��1，800�3歳新馬
発走11時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．6
1：47．6

重
重

11 リアンクール 牝3鹿 54 北村 友一村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 462 ―1：58．1 1．9�
88 ショウサンイチマツ 牡3栗 56 �島 克駿鈴木 昭和氏 松下 武士 日高 モリナガファーム 448 ―1：58．31� 14．5�
44 シゲルカミナリ 牡3鹿 56 松山 弘平森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか タガミファーム 504 ―1：58．62 7．1�
22 リュウノダイモンジ 牡3栗 56 岩田 望来二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか 酒井 秀紀 472 ―2：00．6大差 48．0�
89 スマートミニヨン 牝3栗 54 川須 栄彦大川 徹氏 河内 洋 日高 本間牧場 428 ―2：00．7� 63．6�
77 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 544 ―2：00．8� 15．1�
55 ワンダースパイン 牡3黒鹿56 小牧 太山本 能成氏 笹田 和秀 浦河 藤春 修二 478 ―2：01．01 50．9	
66 ハクサンマズル 牡3鹿 56 和田 竜二河﨑 五市氏 飯田 雄三 浦河 中村 雅明 482 ―2：01．42� 3．3

33 タガノアイル 牝3青鹿 54

53 ☆亀田 温心八木 良司氏 宮本 博 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 488 ―2：02．04 9．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 42，544，800円 複勝： 47，909，600円 枠連： 9，536，400円
馬連： 45，381，100円 馬単： 34，986，200円 ワイド： 41，286，800円
3連複： 68，227，700円 3連単： 163，569，400円 計： 453，442，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 270円 � 170円 枠 連（1－8） 900円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 370円 �� 320円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 10，070円

票 数

単勝票数 計 425448 的中 � 175925（1番人気）
複勝票数 計 479096 的中 � 227445（1番人気）� 23955（6番人気）� 48936（3番人気）
枠連票数 計 95364 的中 （1－8） 8149（5番人気）
馬連票数 計 453811 的中 �� 30598（4番人気）
馬単票数 計 349862 的中 �� 15444（6番人気）
ワイド票数 計 412868 的中 �� 29130（4番人気）�� 35519（2番人気）�� 8128（11番人気）
3連複票数 計 682277 的中 ��� 17522（10番人気）
3連単票数 計1635694 的中 ��� 11772（34番人気）

ハロンタイム 13．8―12．7―14．5―13．4―12．7―13．1―13．0―12．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．8―26．5―41．0―54．4―1：07．1―1：20．2―1：33．2―1：45．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F37．9
1
3
・（6，8）（4，3）（2，1，9，7）－5・（6，8）（4，3）1（2，7）－9－5

2
4

・（6，8）－（4，3）1（2，7）9－5・（6，8）4（1，3）（2，7）9－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リアンクール �

父 ヘニーヒューズ �


母父 ディープインパクト 初出走

2018．2．15生 牝3鹿 母 マハーバーラタ 母母 マ ハ ー ブ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※ショウサンイチマツ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01041 1月11日 曇 良 （3中京1） 第4日 第5競走 2，200�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
2：09．9
2：09．7

良
良

59 マイプレシャス 牡3鹿 56 浜中 俊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 494－ 22：14．7 8．4�
12 サイモンメガライズ 牡3鹿 56 岩田 望来澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 42：15．12� 6．5�
612 リーブルミノル 牡3栗 56

53 ▲泉谷 楓真吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋ 42：15．2� 3．6�
815 カ サ デ ガ 牡3芦 56 川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 448－ 42：15．83� 10．4�
713 ミッキートレーゼ 牡3鹿 56 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B490－ 42：16．01� 6．9�
611 トーホウロゼリア 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心東豊物産� 谷 潔 日高 竹島 幸治 454＋ 6 〃 クビ 49．3	
11 クイーンネモシン 牝3黒鹿54 国分 優作星加 浩一氏 坂口 智康 様似 富田 恭司 428－ 42：16．31� 443．1

714 テーオーソロス 牡3青鹿56 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 484＋ 62：16．41 21．5�
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 470－ 42：16．71� 396．3�
47 イ ン シ ニ ス 牡3鹿 56 幸 英明�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 82：16．8クビ 137．0
24 ギルティブラック 牡3青鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 436± 02：16．91 9．0�
23 ホウオウジョルノ 牡3芦 56 川田 将雅小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 468－ 22：17．32� 3．9�
48 ワイドイシス 牝3鹿 54 吉田 隼人幅田 京子氏 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 442－ 62：17．4クビ 170．6�
816 インスパイア 牝3栗 54 城戸 義政 Him Rock Racing

ホールディングス� 荒川 義之 浦河 ディアレスト
クラブ 416＋ 6 〃 クビ 526．8�

36 ニホンピロコール 牡3黒鹿56 田中 健小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476＋ 22：17．82� 262．2�
35 ス ー ゼ ル 牝3栗 54

53 ☆富田 暁門野 重雄氏 長谷川浩大 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋ 62：18．33 86．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 66，583，000円 複勝： 82，740，600円 枠連： 15，789，400円
馬連： 91，657，100円 馬単： 37，331，200円 ワイド： 82，429，200円
3連複： 141，731，700円 3連単： 150，930，700円 計： 669，192，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 190円 � 170円 � 140円 枠 連（1－5） 2，430円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 650円 �� 500円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 17，710円

票 数

単勝票数 計 665830 的中 � 63203（5番人気）
複勝票数 計 827406 的中 � 103510（4番人気）� 122026（3番人気）� 170802（1番人気）
枠連票数 計 157894 的中 （1－5） 5027（11番人気）
馬連票数 計 916571 的中 �� 33415（9番人気）
馬単票数 計 373312 的中 �� 6478（17番人気）
ワイド票数 計 824292 的中 �� 30483（8番人気）�� 41095（5番人気）�� 67452（1番人気）
3連複票数 計1417317 的中 ��� 44496（6番人気）
3連単票数 計1509307 的中 ��� 6178（62番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―11．3―13．2―12．8―12．9―12．4―12．6―12．0―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．7―35．0―48．2―1：01．0―1：13．9―1：26．3―1：38．9―1：50．9―2：02．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．8
1
3
4（2，3，5）（9，12，14，6）（10，16）1（8，13，15）11＝7・（2，4）（9，3，5）（10，12，6）（14，15）16（13，11）（1，8）7

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

勝馬の
紹 介

マイプレシャス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Refuse To Bend デビュー 2020．12．20 阪神2着

2018．4．26生 牡3鹿 母 サ ラ フ ィ ナ 母母 Sanariya 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 マイプレシャス号の騎手武豊は，病気のため浜中俊に変更。
〔その他〕 ギルティブラック号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 ケンアンビシャス号

01042 1月11日 曇 良 （3中京1） 第4日 第6競走 ��
��1，200�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
1：06．7
1：06．5

良
良

44 ロングトレーン 牝3鹿 54
53 ☆団野 大成�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋ 61：09．0 8．7�
79 メイショウフンケイ 牡3栗 56 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 518＋ 21：09．42� 4．7�
66 デルマカンノン 牝3鹿 54 藤岡 佑介浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 444＋ 81：09．5� 4．5�
11 ラ ピ カ ズ マ 牡3黒鹿56 吉田 隼人合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B472－ 21：09．6クビ 39．1�
811 シゲルセンム 牝3黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 谷 潔 浦河 �川 啓一 456± 0 〃 ハナ 12．7�
55 ゼ リ ア 牝3鹿 54 和田 竜二ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 田湯牧場 442＋ 61：10．02� 2．9	
810 ジャストザビアンカ 牝3青鹿54 西村 淳也ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 442－ 8 〃 ハナ 28．1

67 	 スーパーウーパー 牝3芦 54 浜中 俊�キーファーズ 森 秀行 米 Calumet

Farm 462＋ 21：10．42� 12．6�
22 マ ル ス 牡3青鹿56 坂井 瑠星田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 石郷岡 五月 438－ 21：10．5� 127．9�
78 ココクラッシュ 牝3鹿 54 岩田 望来大塚 亮一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 422± 01：10．71
 76．7
33 ワイズマンハート 牡3鹿 56 森 一馬吉岡 泰治氏 松永 昌博 森 笹川大晃牧場 480＋ 4 〃 クビ 7．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，151，000円 複勝： 75，961，200円 枠連： 10，885，800円
馬連： 84，648，000円 馬単： 38，699，400円 ワイド： 74，036，900円
3連複： 112，298，300円 3連単： 166，743，800円 計： 623，424，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 180円 � 200円 � 160円 枠 連（4－7） 2，710円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 880円 �� 470円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 22，680円

票 数

単勝票数 計 601510 的中 � 54784（5番人気）
複勝票数 計 759612 的中 � 109249（3番人気）� 91697（4番人気）� 136456（2番人気）
枠連票数 計 108858 的中 （4－7） 3104（12番人気）
馬連票数 計 846480 的中 �� 26175（10番人気）
馬単票数 計 386994 的中 �� 5553（21番人気）
ワイド票数 計 740369 的中 �� 20392（11番人気）�� 41598（4番人気）�� 38270（5番人気）
3連複票数 計1122983 的中 ��� 24737（11番人気）
3連単票数 計1667438 的中 ��� 5330（80番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―10．9―11．6―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．5―33．4―45．0―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロングトレーン �
�
父 トランセンド �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．5 小倉2着

2018．4．3生 牝3鹿 母 デビュタント 母母 モアザンベスト 4戦2勝 賞金 15，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔騎手変更〕 スーパーウーパー号の騎手武豊は，病気のため浜中俊に変更。
※マルス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01043 1月11日 晴 良 （3中京1） 第4日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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

612 ショウゲッコウ 牝4鹿 54 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 478＋121：13．0 9．3�

59 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 506＋10 〃 アタマ 9．2�

23 � 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 440＋ 41：13．21 12．4�
36 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 440± 0 〃 アタマ 5．5�
815 セントクリーガー 牝4鹿 54 和田 竜二中居 路博氏 上村 洋行 日高 モリナガファーム 500± 01：13．3� 9．5�
816 ミーアシャム 牝4鹿 54 岩田 望来 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B452± 01：13．51� 4．3

47 � ス テ ラ ー タ 牝4栗 54 松若 風馬小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 476－ 81：13．6クビ 50．8�
714 メイショウコミチ 牝5鹿 55

52 ▲泉谷 楓真松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 456＋ 41：13．7� 17．4�
510 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 478＋ 81：13．91� 25．8
35 ミヤコシスター 牝4鹿 54 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 480＋ 21：14．0� 30．2�
48 シーハーハー 牝4黒鹿 54

53 ☆亀田 温心長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 492＋101：14．1� 72．2�
12 ディーズローリエ 牝4黒鹿54 西村 淳也秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B450＋ 4 〃 クビ 11．5�
24 エクスチェンジ 牝4栗 54 加藤 祥太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 478＋ 21：14．95 6．0�
11 � ア ラ ビ カ 牝4鹿 54 吉田 隼人馬場 幸夫氏 石坂 公一 平取 雅 牧場 440－ 91：15．43 71．6�
713 トゥールドマジ 牝4栗 54

53 ☆富田 暁 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 61：15．72 271．9�

611 ヴィルトゥオシタ 牝4鹿 54
53 ☆団野 大成�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B428＋101：16．01� 90．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，094，800円 複勝： 86，178，700円 枠連： 19，217，100円
馬連： 92，919，000円 馬単： 35，661，300円 ワイド： 89，625，700円
3連複： 151，134，200円 3連単： 149，463，300円 計： 682，294，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 290円 � 260円 � 360円 枠 連（5－6） 4，630円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 11，960円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，710円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 16，750円 3 連 単 ��� 95，640円

票 数

単勝票数 計 580948 的中 � 49826（5番人気）
複勝票数 計 861787 的中 � 78969（5番人気）� 89349（3番人気）� 59563（8番人気）
枠連票数 計 192171 的中 （5－6） 3215（18番人気）
馬連票数 計 929190 的中 �� 12885（26番人気）
馬単票数 計 356613 的中 �� 2235（59番人気）
ワイド票数 計 896257 的中 �� 16856（17番人気）�� 13464（26番人気）�� 11401（31番人気）
3連複票数 計1511342 的中 ��� 6765（69番人気）
3連単票数 計1494633 的中 ��� 1133（384番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―12．1―12．6―12．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―23．6―35．7―48．3―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウゲッコウ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Sky Mesa デビュー 2019．11．16 京都1着

2017．4．5生 牝4鹿 母 スウィープイン 母母 フェザースティッチ 8戦2勝 賞金 19，160，000円

01044 1月11日 晴 良 （3中京1） 第4日 第8競走 1，800�4歳以上1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 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

59 ラヴィンフォール 牝4青鹿54 岩田 望来大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－ 61：53．7 2．2�
611 エブリワンブラック 牡4鹿 56 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 B486＋ 41：53．8クビ 5．5�
815 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 516＋161：54．12 15．6�
11 マテラサンオウ 牡5黒鹿57 吉田 隼人大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 448＋ 6 〃 ハナ 11．0�
713 ユ ウ ゲ ン 牡4鹿 56 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 504－ 2 〃 ハナ 32．2�
23 タガノウィリアム 牡4黒鹿56 小牧 太八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 21：54．31� 3．5	
816 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 476＋ 21：54．4クビ 17．5

24 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 492＋ 21：54．51 69．6�
612� タ カ ン ナ 牝4栗 54

51 ▲泉谷 楓真合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 442± 01：54．71� 39．8�
510 メイショウメイユウ 牡4鹿 56

55 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 440＋ 41：55．01� 84．5
36 ミャゴラーレ 牡4鹿 56

55 ☆木幡 育也山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 526－ 61：55．31� 369．4�
47 タイセイドレッサー 牡5栗 57 西村 淳也田中 成奉氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 486＋ 61：55．5� 67．7�
714 カンパニュラ 牝6鹿 55

54 ☆森 裕太朗菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 中村 雅明 478－ 41：56．35 76．2�
12 � マーシゴッドレッグ 牡4鹿 56 坂井 瑠星佐藤 勝士氏 小桧山 悟 新冠 佐藤 義紀 474－ 4 〃 アタマ 506．7�
48 � ビ ジ ョ 牝4栗 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか 下屋敷牧場 476－121：56．61� 131．2�
35 � メテオスウォーム 牡5黒鹿57 和田 竜二星加 浩一氏 高柳 大輔 新ひだか グランド牧場 B494＋ 21：56．91� 70．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，334，800円 複勝： 73，650，500円 枠連： 15，989，700円
馬連： 89，339，600円 馬単： 37，898，600円 ワイド： 73，881，000円
3連複： 133，715，500円 3連単： 173，869，200円 計： 651，678，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 180円 � 280円 枠 連（5－6） 540円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 300円 �� 730円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 533348 的中 � 188993（1番人気）
複勝票数 計 736505 的中 � 206063（1番人気）� 98769（3番人気）� 49655（6番人気）
枠連票数 計 159897 的中 （5－6） 22699（2番人気）
馬連票数 計 893396 的中 �� 108027（2番人気）
馬単票数 計 378986 的中 �� 26320（3番人気）
ワイド票数 計 738810 的中 �� 71983（2番人気）�� 24531（8番人気）�� 18085（10番人気）
3連複票数 計1337155 的中 ��� 35591（7番人気）
3連単票数 計1738692 的中 ��� 15394（18番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―13．2―13．0―12．3―12．5―12．5―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―36．9―49．9―1：02．2―1：14．7―1：27．2―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
3，16，5，9，4－14－（1，13）（7，15）6，11（2，8，12）10・（3，16）（5，9）（4，1）（14，7，13）15（6，11）（12，10）（2，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラヴィンフォール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．8．17 新潟4着

2017．1．26生 牝4青鹿 母 クロフォード 母母 ストレイトフロムテキサス 11戦2勝 賞金 25，386，000円
〔騎手変更〕 エブリワンブラック号の騎手武豊は，病気のためM．デムーロに変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノファイヤー号・サイモンルグラン号



01045 1月11日 晴 良 （3中京1） 第4日 第9競走 ��1，400�
お と う ば し

尾 頭 橋 特 別
発走14時35分 （ダート・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

713� ドウドウキリシマ 牡5栗 57 松山 弘平西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B496＋ 21：24．1 8．1�
11 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 498－ 41：24．52� 4．6�
815 ダイシンイナリ 牡4鹿 56 岩田 康誠大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 530－ 2 〃 ハナ 10．9�
12 テンテキセンセキ 牡4黒鹿56 藤岡 康太岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 480＋101：24．7� 4．2�
24 チュウワフライヤー 牝5栗 55 西村 淳也中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：25．23 24．1�
48 メイショウオーギシ 牡4栗 56 富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 490－ 41：25．41	 79．7�
59 
 ポンペイワーム 牡5栗 57 北村 友一吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift

Farm LLC 528± 01：25．5� 10．6	
47 シャンドフルール 牝4黒鹿54 �島 克駿前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 21：25．71 29．3

510 グレートバニヤン 牡5鹿 57 岩田 望来 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 562＋261：26．33� 70．0�
816 ゲンパチマイティー 牡4鹿 56 吉田 隼人平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 528＋141：26．4� 12．8
23 ケイアイワイプ 牡4栗 56 幸 英明 �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 高昭牧場 B496＋121：26．93 35．6�
35 カネコメアサヒ 牡5栗 57 川又 賢治髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 456＋121：27．0クビ 177．2�
36 � ハードカウント �6栗 57 小崎 綾也前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460± 01：27．63� 74．4�
611
 ハリーバローズ 牡4鹿 56 藤岡 佑介猪熊 広次氏 中内田充正 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

502＋ 41：27．7� 10．9�
612 タイキラッシュ 牡4黒鹿56 和田 竜二�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512＋ 21：28．44 5．7�
（15頭）

714 タガノハイライト 牝4青鹿54 団野 大成八木 良司氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 66，059，900円 複勝： 102，591，500円 枠連： 27，277，900円
馬連： 130，813，600円 馬単： 46，689，400円 ワイド： 106，804，300円
3連複： 205，508，800円 3連単： 207，039，900円 計： 892，785，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 200円 � 210円 � 290円 枠 連（1－7） 820円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 800円 �� 850円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 36，920円

票 数

単勝票数 差引計 660599（返還計 1583） 的中 � 64923（4番人気）
複勝票数 差引計1025915（返還計 3681） 的中 � 140655（2番人気）� 129819（4番人気）� 84367（6番人気）
枠連票数 差引計 272779（返還計 140） 的中 （1－7） 25744（3番人気）
馬連票数 差引計1308136（返還計 9082） 的中 �� 47093（6番人気）
馬単票数 差引計 466894（返還計 3488） 的中 �� 7686（15番人気）
ワイド票数 差引計1068043（返還計 7828） 的中 �� 34809（6番人気）�� 32468（7番人気）�� 21099（17番人気）
3連複票数 差引計2055088（返還計 28727） 的中 ��� 22170（18番人気）
3連単票数 差引計2070399（返還計 31272） 的中 ��� 4065（92番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．9―12．1―12．7―13．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．8―45．9―58．6―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．2
3 9（6，11）（5，10）（3，2，8，12）16，13，7（1，15）－4 4 9（6，11）（5，2，8，10）（3，12）13（7，15，16）1，4

勝馬の
紹 介

�ドウドウキリシマ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ゴールドアリュール

2016．3．7生 牡5栗 母 メモリアルイヤー 母母 アーバンクイーン 19戦2勝 賞金 58，518，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 タガノハイライト号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 テンテキセンセキ号の騎手武豊は，病気のため藤岡康太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイキラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月11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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アカツキジョー号・アルベニス号・ヴィーナスフローラ号・コンクエストシチー号・スエーニョブランコ号・

トゥインクルリーフ号・ビートマジック号・ミツカネプリンス号・ライトオブピース号

01046 1月11日 晴 良 （3中京1） 第4日 第10競走 ��2，000�
ことぶき

寿 ス テ ー ク ス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，2．1．11以降3．1．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

714� ツーエムアロンソ 牡5鹿 54 高倉 稜村上 憲政氏 本田 優 浦河 鳥井 征士 550＋ 62：00．4 114．8�
612 ダノンマジェスティ 牡6鹿 57 和田 竜二�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 6 〃 アタマ 2．9�
12 シャフトオブライト 牡6栗 55 亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 464＋102：00．61� 25．5�
510 パラスアテナ 牝4鹿 55 川田 将雅広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 438－ 62：00．7クビ 2．6�
815 イ ル マ タ ル 牝5鹿 52 吉田 豊吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 468－ 22：00．8� 37．4	
611 プライドランド 牡5芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋10 〃 クビ 12．5

59 モアナアネラ 牝5黒鹿52 浜中 俊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋12 〃 アタマ 29．8�
48 レオビヨンド 牡5鹿 54 松若 風馬�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 488＋ 62：00．9� 95．2�
23 サウンドバーニング 牡9鹿 52 藤岡 康太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム B430＋ 82：01．11� 197．7
35 ド ゥ ー カ 牡8栗 53 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 506＋ 22：01．21 54．7�
713 シ ャ レ ー ド 牝4栗 53 岩田 望来寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 508＋ 42：01．72� 10．5�
11 ニューポート 牡5黒鹿54 坂井 瑠星馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 462＋10 〃 ハナ 24．6�
47 ミトノマルーン 牡5黒鹿55 松山 弘平ロイヤルパーク 武 英智 新冠 新冠橋本牧場 480－ 4 〃 アタマ 12．4�
24 シャムロックヒル 牝4芦 52 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 490－ 22：02．02 12．7�
36 � レッドフィオナ 牝6芦 51 富田 暁 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 462＋ 22：02．42� 103．6�
816 スズカフューラー 牡7栗 53 泉谷 楓真永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 432± 0 〃 クビ 134．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，668，400円 複勝： 94，439，500円 枠連： 29，805，300円
馬連： 185，440，200円 馬単： 70，043，100円 ワイド： 130，909，500円
3連複： 283，157，100円 3連単： 339，422，200円 計： 1，211，885，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，480円 複 勝 � 2，030円 � 170円 � 470円 枠 連（6－7） 1，100円

馬 連 �� 20，060円 馬 単 �� 60，380円

ワ イ ド �� 5，420円 �� 29，270円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 133，900円 3 連 単 ��� 1，242，830円

票 数

単勝票数 計 786684 的中 � 5481（14番人気）
複勝票数 計 944395 的中 � 9347（15番人気）� 201736（2番人気）� 46714（7番人気）
枠連票数 計 298053 的中 （6－7） 20935（3番人気）
馬連票数 計1854402 的中 �� 7164（44番人気）
馬単票数 計 700431 的中 �� 870（104番人気）
ワイド票数 計1309095 的中 �� 6168（46番人気）�� 1129（105番人気）�� 25810（12番人気）
3連複票数 計2831571 的中 ��� 1586（220番人気）
3連単票数 計3394222 的中 ��� 198（1433番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―12．1―12．3―12．7―11．9―12．2―12．0―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．2―35．3―47．6―1：00．3―1：12．2―1：24．4―1：36．4―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0
1
3
・（2，4）5（6，7）－（15，14）8（13，16）（1，9）11，3，10－12
2，4（6，5）（15，7）（8，14）（1，9，13，16）（3，11）10，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ツーエムアロンソ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アッミラーレ

2016．4．6生 牡5鹿 母 ビューティアイ 母母 ビューティソング 15戦3勝 賞金 52，257，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 パラスアテナ号の騎手武豊は，病気のため川田将雅に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 シンボ号・スパイラルダイブ号・プラチナヴォイス号・ムーンライトナイト号・メイショウモウコ号

１レース目 ３レース目



01047 1月11日 晴 良 （3中京1） 第4日 第11競走 ��
��1，400�すばるステークス（Ｌ）

発走15時45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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000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 テイエムサウスダン 牡4鹿 56 浜中 俊竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 544－ 21：23．4 7．9�
713 アヴァンティスト 牡5栗 56 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 B478＋ 61：23．72 10．9�
612 ハーグリーブス 牡6芦 56 吉田 豊水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 510＋ 81：24．33	 25．4�
24 ブルベアイリーデ 牡5鹿 57 M．デムーロ森中 蕃氏 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 498＋ 61：24．4	 6．8�
714 スリーグランド 牡4栗 55 松若 風馬永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 472＋ 8 〃 クビ 5．7�
611 レシプロケイト 牡5栗 56 川田 将雅ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 2 〃 アタマ 4．0	
35 � テーオーヘリオス 牡9鹿 58 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 524＋181：24．6� 192．2

815 リアンヴェリテ 牡7鹿 58 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 8 〃 ハナ 91．0�
11 バティスティーニ 牡8鹿 56 
島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B500＋ 6 〃 ハナ 66．3
12 ヒ ラ ソ ー ル 5鹿 56 荻野 極阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 B484＋ 81：24．7	 28．5�
48 スマートアヴァロン 牡9黒鹿58 団野 大成大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 512＋ 4 〃 ハナ 48．7�
36 ドンフォルティス 牡6栗 57 西村 淳也山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 514＋14 〃 クビ 134．8�
59 グルーヴィット 牡5鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B514＋16 〃 ハナ 5．9�
23 ア ー ド ラ ー 牡7鹿 57 北村 友一 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490＋101：25．01� 20．9�
816� クラヴィスオレア 5黒鹿56 木幡 育也多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 B474－ 61：25．1� 54．6�
510 トップウイナー 牡5栗 57 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B486＋ 21：25．84 9．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 136，591，800円 複勝： 198，631，600円 枠連： 77，467，700円 馬連： 377，419，300円 馬単： 120，945，100円
ワイド： 244，954，800円 3連複： 619，586，900円 3連単： 689，908，500円 5重勝： 688，261，700円 計： 3，153，767，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 330円 � 350円 � 580円 枠 連（4－7） 1，500円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 3，090円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 31，520円 3 連 単 ��� 135，880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����� 481，783，190円

票 数

単勝票数 計1365918 的中 � 136690（5番人気）
複勝票数 計1986316 的中 � 163188（5番人気）� 154425（6番人気）� 84034（10番人気）
枠連票数 計 774677 的中 （4－7） 39814（8番人気）
馬連票数 計3774193 的中 �� 68684（20番人気）
馬単票数 計1209451 的中 �� 11466（38番人気）
ワイド票数 計2449548 的中 �� 42627（20番人気）�� 20252（37番人気）�� 18205（40番人気）
3連複票数 計6195869 的中 ��� 14741（99番人気）
3連単票数 計6899085 的中 ��� 3681（468番人気）
5重勝票数 差引計6882617（返還計 66504） 的中 ����� 1

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．0―12．5―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．5―46．5―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムサウスダン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Langfuhr デビュー 2019．6．15 阪神4着

2017．1．21生 牡4鹿 母 ムービングアウト 母母 ルネッサンスファウンド 9戦4勝 賞金 63，520，000円
［他本会外：2戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 アディラート号・アマルフィコースト号・アンリミット号・クリノケンリュウ号・コパノフィーリング号・

サザンヴィグラス号・スナークライデン号・ドリュウ号・フィールドセンス号・プレスティージオ号・
マグナレガーロ号・メイショウアリソン号・メイショウギガース号・ロードエース号・ロードラズライト号

01048 1月11日 晴 良 （3中京1） 第4日 第12競走 ��1，600�4歳以上1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 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
1：32．3
1：30．3

良
良

11 ロードシャムロック 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 500＋ 21：34．0 4．6�
59 ワールドスケール 牡4鹿 56 小崎 綾也�三嶋牧場 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 474＋ 21：34．53 6．3�
510 ピュアカラー 牝4黒鹿54 �島 克駿 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 460＋281：34．7� 113．1�
36 セイイーグル �7鹿 57 吉田 隼人 �吉澤ホールディングス 石坂 正 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 クビ 6．9�
12 ノーリミッツ 牡5黒鹿 57

54 ▲泉谷 楓真山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 454＋ 41：34．8	 256．4	
611 ノストラダムス 牡6鹿 57 松山 弘平岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 500－ 41：34．9クビ 15．6

48 トーホウラデン 牡4黒鹿56 岩田 康誠東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 494± 0 〃 クビ 42．0�
24 
 アイロンワークス 牡4鹿 56 松若 風馬ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 488＋101：35．0クビ 51．0�
23 マルカエイペックス 牝4黒鹿54 藤岡 康太日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 440＋181：35．1� 24．7
714
 ミッドサマーハウス 牝5青 55 川田 将雅ゴドルフィン �島 一歩 英 Godolphin 472＋ 4 〃 クビ 4．3�
713 エールヴィオレ 牝4栗 54

53 ☆富田 暁佐伯由加理氏 武 英智 千歳 社台ファーム 450－ 21：35．2	 80．4�
816 ダノンフォーチュン 牡6鹿 57 和田 竜二�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 518－10 〃 ハナ 17．4�
47 ジャストマリッジ 牝5栗 55 藤懸 貴志 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 436＋121：35．3クビ 224．8�
35 アトリビュート 牝4鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：35．4	 4．2�
815 ソルトキャピタル 牡4鹿 56 M．デムーロ杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 520＋ 81：35．93 35．4�
612 メイショウカッサイ 牡4栗 56 国分 優作松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 462＋161：39．1大差 180．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 109，528，700円 複勝： 147，758，200円 枠連： 43，974，100円
馬連： 213，037，000円 馬単： 74，417，800円 ワイド： 171，867，300円
3連複： 323，629，700円 3連単： 395，054，300円 計： 1，479，267，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 220円 � 220円 � 2，190円 枠 連（1－5） 1，720円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 680円 �� 10，820円 �� 10，040円

3 連 複 ��� 61，760円 3 連 単 ��� 239，470円

票 数

単勝票数 計1095287 的中 � 189831（3番人気）
複勝票数 計1477582 的中 � 201441（3番人気）� 199221（5番人気）� 13378（13番人気）
枠連票数 計 439741 的中 （1－5） 19720（8番人気）
馬連票数 計2130370 的中 �� 103734（7番人気）
馬単票数 計 744178 的中 �� 17483（14番人気）
ワイド票数 計1718673 的中 �� 70256（8番人気）�� 3944（61番人気）�� 4250（59番人気）
3連複票数 計3236297 的中 ��� 3930（139番人気）
3連単票数 計3950543 的中 ��� 1196（592番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．3―46．6―58．4―1：09．8―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―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ロードシャムロック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Hard Spun デビュー 2019．11．10 京都7着

2017．3．2生 牡4鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 10戦2勝 賞金 25，360，000円
〔騎手変更〕 ソルトキャピタル号の騎手武豊は，病気のためM．デムーロに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウカッサイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月11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 カケル号・シャルロワ号
（非抽選馬） 1頭 テレーザ号

５レース目



（3中京1）第4日 1月11日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

214，050，000円
5，620，000円
24，830，000円
1，650，000円
24，860，000円
74，220，500円
4，922，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
800，395，700円
1，121，756，500円
295，718，300円
1，527，805，300円
592，856，300円
1，222，421，600円
2，380，413，600円
2，801，949，600円
688，261，700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 11，431，578，600円

総入場人員 1，197名 （有料入場人員 958名）
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