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01049 1月16日 曇 良 （3中京1） 第5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

44 ビルボードクィーン 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉田 勝利氏 庄野 靖志 新冠 北星村田牧場 452－ 21：55．7 1．2�
88 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－ 21：56．55 6．5�
66 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 460－ 81：57．35 18．3�
33 シゲルカンリショク 牝3栗 54 川須 栄彦森中 蕃氏 田中 清隆 新冠 中央牧場 526－121：57．4� 102．5�
89 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 442－12 〃 アタマ 6．2�
55 ジュエルケイヴ 牝3栗 54 北村 友一水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 452－121：57．82 25．8�
11 メイプルリズム 牝3鹿 54 松若 風馬飯田 良枝氏 橋口 慎介 新ひだか 千代田牧場 434－ 21：57．9� 49．9	
77 ステイホーム 牝3鹿 54 武藤 雅
野 智博氏 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 392－121：58．21� 43．0�
22 ラガートゥインクル 牝3黒鹿54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 学 新ひだか 前川 勝春 B420－ 22：02．4大差 59．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，217，000円 複勝： 102，468，200円 枠連： 7，117，200円
馬連： 34，514，100円 馬単： 27，425，800円 ワイド： 33，162，900円
3連複： 55，400，900円 3連単： 128，976，200円 計： 419，282，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 130円 � 180円 枠 連（4－8） 160円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 160円 �� 300円 �� 660円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 2，110円

票 数

単勝票数 計 302170 的中 � 187068（1番人気）
複勝票数 計1024682 的中 � 845718（1番人気）� 47582（3番人気）� 25660（4番人気）
枠連票数 計 71172 的中 （4－8） 34312（1番人気）
馬連票数 計 345141 的中 �� 86761（1番人気）
馬単票数 計 274258 的中 �� 50164（1番人気）
ワイド票数 計 331629 的中 �� 68804（2番人気）�� 26152（3番人気）�� 9995（8番人気）
3連複票数 計 554009 的中 ��� 44906（2番人気）
3連単票数 計1289762 的中 ��� 44124（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．6―38．1―51．4―1：04．1―1：17．3―1：30．5―1：42．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビルボードクィーン 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．11．1 東京9着

2018．1．30生 牝3黒鹿 母 ビッグクィーン 母母 マイアミガルチ 5戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラガートゥインクル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月16日まで平地

競走に出走できない。

01050 1月16日 曇 良 （3中京1） 第5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

36 シューラヴァラ 牡3黒鹿56 松山 弘平高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 456± 01：25．9 5．8�
48 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 472－ 21：26．21� 2．6�
47 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± 01：26．51� 11．9�
23 ファイヤービート 牡3鹿 56 坂井 瑠星長谷川守正氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 440－ 61：26．61 63．9�
611 ノーブルグレイス 牝3鹿 54 岩田 望来吉木 伸彦氏 宮本 博 平取 稲原牧場 442－ 8 〃 ハナ 7．5	
59 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 432－ 61：26．91� 23．5�
35 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 B460＋ 81：27．0� 193．7�
713 メイショウヤクモ 牝3黒鹿54 城戸 義政松本 和子氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 418＋ 61：27．2� 76．1
612 アイリッシュベル 牝3栗 54 川須 栄彦 
シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B392± 01：27．41� 118．5�
11 ヒルノアローザ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 504－ 21：27．71� 70．0�
24 ラルナプレナ 牝3青鹿54 C．ルメール 
サンデーレーシング 西村 真幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－101：27．8� 4．2�
12 ブリューナク 牡3鹿 56 武藤 雅�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか 鳥井牧場 B438－ 81：28．12 265．6�
816 レッドロムルス 牡3栗 56 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B456－ 21：28．31� 20．2�
510 ウインブリオーソ 牡3栗 56 高倉 稜�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 476－ 41：29．47 80．4�
714 ウィズインリーチ 牡3鹿 56 岩田 康誠鈴木 正浩氏 加藤士津八 様似 富田 恭司 B456－121：29．82 11．8�
815 チャップマン 牡3青鹿56 藤井勘一郎林 正道氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 470－ 21：31．39 157．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，906，200円 複勝： 61，410，100円 枠連： 9，323，600円
馬連： 51，172，600円 馬単： 20，737，600円 ワイド： 50，445，000円
3連複： 83，579，100円 3連単： 82，109，200円 計： 391，683，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 130円 � 260円 枠 連（3－4） 540円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 290円 �� 710円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 329062 的中 � 44687（3番人気）
複勝票数 計 614101 的中 � 91514（3番人気）� 163214（1番人気）� 45394（6番人気）
枠連票数 計 93236 的中 （3－4） 13164（2番人気）
馬連票数 計 511726 的中 �� 55005（2番人気）
馬単票数 計 207376 的中 �� 7475（6番人気）
ワイド票数 計 504450 的中 �� 49581（1番人気）�� 16652（9番人気）�� 27332（4番人気）
3連複票数 計 835791 的中 ��� 35871（4番人気）
3連単票数 計 821092 的中 ��� 5317（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―34．7―47．0―59．9―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シューラヴァラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．6．13 阪神5着

2018．3．27生 牡3黒鹿 母 モーニングコール 母母 ピースオブワールド 12戦1勝 賞金 13，240，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャップマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月16日まで平地競走

に出走できない。

第１回 中京競馬 第５日



01051 1月16日 曇 良 （3中京1） 第5日 第3競走 1，800�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
1：47．6
1：47．6

重
重

713 タイキフォース 牡3栗 56 C．ルメール�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 472± 01：54．9 2．6�

23 ハイエストポイント 牡3青鹿56 松山 弘平�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456＋ 21：55．64 3．3�

48 ビシャモンテン 牡3青 56 戸崎 圭太市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 平取 坂東牧場 496± 01：55．7� 3．7�

24 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 B510＋ 21：57．08 204．1�
714 ゼンダンリュウ 牡3鹿 56 藤井勘一郎渡邊 善男氏 飯田 雄三 日高 広中 稔 494＋ 41：57．1クビ 62．6	
11 シゲルブイン 牡3鹿 56 武藤 雅森中 蕃氏 深山 雅史 日高 シンボリ牧場 452－ 8 〃 クビ 30．7

59 テイエムジャガー �3青 56 幸 英明竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 タニグチ牧場 500－ 21：57．2� 81．8�
35 テイエムキセキダン 牡3黒鹿56 国分 優作竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 486＋ 41：57．52 39．1�
815 マサカウマザンマイ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム B474－ 41：57．7� 52．4
36 エクレウステソーロ 牡3青鹿56 川須 栄彦了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 新ひだか タガミファーム 442－ 41：58．02 52．6�
816 キーボーカル �3鹿 56 柴山 雄一北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 494－ 81：58．53 347．8�
510 ダノングロッケン 牡3黒鹿56 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 538－ 41：58．92 13．2�
611 スターインザスカイ 牡3鹿 56 高倉 稜ライオンレースホース� 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 B460＋ 81：59．21� 28．7�
47 ブレイリーマックス 牡3青 56 太宰 啓介村上 憲政氏 上村 洋行 新ひだか 岡田牧場 472＋ 41：59．73 193．7�
612 ナムライダテン 牡3芦 56 中井 裕二奈村 睦弘氏 長谷川浩大 日高 ナカノファーム 486－141：59．8クビ 36．1�
12 ヴァルプルギス 牡3鹿 56 坂井 瑠星田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム B448－101：59．9� 33．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，435，100円 複勝： 39，086，200円 枠連： 8，158，100円
馬連： 40，403，300円 馬単： 20，061，300円 ワイド： 42，972，600円
3連複： 65，016，000円 3連単： 75，905，300円 計： 319，037，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（2－7） 440円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 170円 �� 220円 �� 200円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 1，550円

票 数

単勝票数 計 274351 的中 � 83372（1番人気）
複勝票数 計 390862 的中 � 101519（1番人気）� 87384（2番人気）� 68374（3番人気）
枠連票数 計 81581 的中 （2－7） 14237（1番人気）
馬連票数 計 404033 的中 �� 71578（1番人気）
馬単票数 計 200613 的中 �� 19644（1番人気）
ワイド票数 計 429726 的中 �� 71954（1番人気）�� 46759（3番人気）�� 52158（2番人気）
3連複票数 計 650160 的中 ��� 117398（1番人気）
3連単票数 計 759053 的中 ��� 35424（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―12．8―13．2―12．9―13．0―13．2―12．8―12．7

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

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

タイキフォース �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Any Given Saturday デビュー 2020．12．20 中京4着

2018．5．10生 牡3栗 母 アッシュベリー 母母 ア シ ェ ラ フ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
※エクレウステソーロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

01052 1月16日 晴 良 （3中京1） 第5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

67 カレンロマチェンコ 牡3鹿 56 松若 風馬鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 462＋101：24．6 4．0�
710 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－ 61：25．13 3．7�
44 ブラックアーメット 牡3黒鹿56 武 豊窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 508＋ 2 〃 クビ 4．6�
11 フ ク ウ ン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 460± 01：25．2クビ 19．2�
33 ジューンクエスト 牡3栗 56 武藤 雅吉川 潤氏 今野 貞一 日高 山田 政宏 448－ 2 〃 クビ 24．1�
56 ホッコーカリュウ 牝3鹿 54 池添 謙一北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470－ 61：25．3クビ 10．4	
811 イサチルプリンス 牡3黒鹿56 長岡 禎仁小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 486＋ 41：25．62 49．0

68 ピュアブリス 牝3鹿 54 高倉 稜水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 452－ 21：26．23� 13．7�
79 タマダイヤモンド 牝3青鹿54 北村 友一玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 480－ 41：26．51� 32．9�
55 フロストエッジ 牝3栗 54 松山 弘平大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 498＋ 81：26．81� 8．5�
22 ランドボルケーノ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 468± 01：27．22� 16．7�
812 セレッソフレイム 牝3栗 54 小牧 太三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 宮内牧場 436＋ 41：28．810 32．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，385，900円 複勝： 66，388，700円 枠連： 9，613，600円
馬連： 60，200，800円 馬単： 25，048，200円 ワイド： 59，438，400円
3連複： 92，178，900円 3連単： 94，431，600円 計： 445，686，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 350円 �� 360円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 5，370円

票 数

単勝票数 計 383859 的中 � 75746（2番人気）
複勝票数 計 663887 的中 � 110033（3番人気）� 138262（1番人気）� 114093（2番人気）
枠連票数 計 96136 的中 （6－7） 11824（1番人気）
馬連票数 計 602008 的中 �� 54539（2番人気）
馬単票数 計 250482 的中 �� 11005（4番人気）
ワイド票数 計 594384 的中 �� 43157（2番人気）�� 41718（3番人気）�� 46033（1番人気）
3連複票数 計 921789 的中 ��� 66414（1番人気）
3連単票数 計 944316 的中 ��� 12735（3番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンロマチェンコ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2020．8．16 小倉4着

2018．4．7生 牡3鹿 母 カレンステイシー 母母 カ レ ン マ マ 5戦2勝 賞金 15，000，000円
〔制裁〕 ピュアブリス号の騎手高倉稜は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セレッソフレイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月16日まで平地競

走に出走できない。
※イサチルプリンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



01053 1月16日 晴 良 （3中京1） 第5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 レイモンドバローズ 牡3鹿 56 松山 弘平猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 474± 01：34．1 11．9�
59 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 494± 0 〃 クビ 3．0�
612 バ ン ベ ル ク 牡3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 472＋ 61：34．31� 2．6�
47 ウインアキレウス 牡3鹿 56 国分 優作�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 21：34．72� 21．4�
11 � リエンカウンター 牝3栗 54 C．ルメールゴドルフィン 斉藤 崇史 英 Godolphin 460－ 41：34．91� 8．2	
815 デルマアシュラ 牡3青 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 424＋ 21：35．0� 37．5

12 ジャンドゥーヤ 牝3青 54 坂井 瑠星 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 434± 01：35．1クビ 99．0�
816 デマントイド 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 晴哉氏 西園 正都 安平 追分ファーム 432－ 21：35．31� 81．0�
48 テーオーロイヤル 牡3鹿 56 幸 英明小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 450－12 〃 クビ 41．8
35 ロ ゼ ク ラ ン 牝3黒鹿54 川田 将雅水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 442＋ 21：35．4� 8．4�
714 ララティーナ 牝3栗 54 松若 風馬米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 428－ 21：35．82 184．3�
36 ブ リ ン ク 牝3黒鹿54 岩田 望来吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 448－ 8 〃 クビ 205．8�
713 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 498＋141：35．9� 159．1�
510 タイセイレガリア 牡3鹿 56 和田 竜二田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 484＋261：36．0� 53．5�
24 ユキノフラッシュ 牡3黒鹿56 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 474＋ 61：36．21� 14．6�
611 チョウラブリー 牝3鹿 54 長岡 禎仁丸山 隆雄氏 西橋 豊治 新ひだか 佐藤 鉄也 418－ 61：37．05 588．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，812，600円 複勝： 73，066，000円 枠連： 10，256，800円
馬連： 62，980，400円 馬単： 26，808，000円 ワイド： 61，688，600円
3連複： 96，413，500円 3連単： 101，992，300円 計： 477，018，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 250円 � 130円 � 130円 枠 連（2－5） 960円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 490円 �� 730円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 15，490円

票 数

単勝票数 計 438126 的中 � 29434（5番人気）
複勝票数 計 730660 的中 � 50611（6番人気）� 173981（2番人気）� 174780（1番人気）
枠連票数 計 102568 的中 （2－5） 8237（2番人気）
馬連票数 計 629804 的中 �� 34123（6番人気）
馬単票数 計 268080 的中 �� 4905（17番人気）
ワイド票数 計 616886 的中 �� 29252（6番人気）�� 18761（11番人気）�� 91145（1番人気）
3連複票数 計 964135 的中 ��� 47787（3番人気）
3連単票数 計1019923 的中 ��� 4771（35番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．0―11．5―11．8―11．8―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．3―45．8―57．6―1：09．4―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．5

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

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

レイモンドバローズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2020．9．20 中京5着

2018．3．10生 牡3鹿 母 レッドレイチェル 母母 クーデンビーチ 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 デルマアシュラ号の騎手荻野琢真は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※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 ショウナンアイビー号

01054 1月16日 小雨 良 （3中京1） 第5日 第6競走 2，000�3歳新馬
発走12時55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

815 インフィニタス 牝3鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 456 ―2：02．1 5．9�
35 フローレスクイーン 牝3鹿 54 川田 将雅�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 498 ―2：02．31� 3．5�
713 サンタグラシア 牝3栗 54 武藤 雅 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406 ―2：02．62 31．6�
12 エリカブライト 牝3鹿 54 北村 友一三木 正浩氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 � 17．3�
23 ア ー ダ レ イ 牝3鹿 54 和田 竜二 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 446 ―2：02．7� 14．3	
24 マイネルエニグマ 牡3栗 56 国分 優作 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 458 ―2：02．91� 23．3

510 ディーコンセンテス 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 404 ―2：03．0� 3．1�
47 シ ブ コ 牝3青鹿 54

52 ◇藤田菜七子岡 浩二氏 松永 幹夫 新冠 有限会社 大
作ステーブル 410 ―2：03．42 77．5�

714 オスタークラング 牝3鹿 54 藤井勘一郎 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482 ―2：03．61� 78．4

611 ヒーズオールザット 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B518 ―2：04．23� 44．6�
48 ヴ ェ ノ ム 牡3鹿 56 松山 弘平市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 530 ― 〃 アタマ 11．3�
59 ジンフィーズ 牝3鹿 54 福永 祐一谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村牧場 422 ―2：04．83� 48．1�
36 トーホウノーヴァ 牡3栗 56 城戸 義政東豊物産� 石坂 公一 新ひだか 小河 豊水 430 ― 〃 クビ 272．1�
816 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 488 ―2：05．54 25．1�
612 シゲルカナロア 牡3黒鹿56 岩田 望来森中 蕃氏 橋田 満 新ひだか タイヘイ牧場 530 ―2：05．71 37．2�
11 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 472 ―2：05．91� 17．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，040，800円 複勝： 52，518，600円 枠連： 11，427，100円
馬連： 52，111，800円 馬単： 21，480，900円 ワイド： 50，825，500円
3連複： 75，923，100円 3連単： 75，503，200円 計： 381，831，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 170円 � 650円 枠 連（3－8） 1，080円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，790円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 12，420円 3 連 単 ��� 58，860円

票 数

単勝票数 計 420408 的中 � 56324（3番人気）
複勝票数 計 525186 的中 � 77077（3番人気）� 93716（2番人気）� 15581（11番人気）
枠連票数 計 114271 的中 （3－8） 8176（3番人気）
馬連票数 計 521118 的中 �� 27816（3番人気）
馬単票数 計 214809 的中 �� 5259（8番人気）
ワイド票数 計 508255 的中 �� 29036（2番人気）�� 7027（18番人気）�� 4792（34番人気）
3連複票数 計 759231 的中 ��� 4584（34番人気）
3連単票数 計 755032 的中 ��� 930（161番人気）

ハロンタイム 13．1―10．8―12．9―12．3―12．1―12．4―12．4―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―23．9―36．8―49．1―1：01．2―1：13．6―1：26．0―1：38．0―1：49．9

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

インフィニタス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．4．7生 牝3鹿 母 アンチュラス 母母 ア ン チ ョ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 イモータルソウル号・ケオナ号・サフランポケット号・タガノフラッデル号・テーオーターナー号・

ドゥラモンディー号・プレイイットサム号・マルヨティアナ号・ラント号・ルージュメサージュ号



01055 1月16日 曇 良 （3中京1） 第5日 第7競走 ��1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時25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

59 デルマカミカゼ 牡6黒鹿 57
56 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 468－ 41：12．2 12．8�

11 サウンドプリズム 牡4青鹿56 C．ルメール 増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B446＋ 41：12．62� 4．4�
35 ニシノダンテ 牡6青鹿 57

55 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 514＋181：12．81� 39．7�
612 サダムゲンヤ 牡5鹿 57 川須 栄彦大西美生子氏 中尾 秀正 新ひだか 坂本 智広 516＋241：12．9� 35．8�
47 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＋121：13．0� 28．5�
12 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 434－ 4 〃 クビ 37．5�
510
 スズカクローカス 牝5黒鹿55 幸 英明永井 宏明氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 464＋ 41：13．31� 19．1	
36 ルクスムンディー 牡6鹿 57 中井 裕二前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 B520－ 2 〃 ハナ 23．3

713
 メテオスウォーム 牡5黒鹿57 坂井 瑠星星加 浩一氏 高柳 大輔 新ひだか グランド牧場 B490－ 41：13．4� 53．4�
815 タ シ ロ 牡4栗 56 荻野 琢真�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 534－ 21：13．61� 33．3
23 ペリトモレノ 牝4鹿 54 武藤 雅�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 480－ 61：13．7� 155．6�
714
 ブックウエスト 牝4鹿 54 長岡 禎仁西本 資史氏 西橋 豊治 新冠 佐藤 静子 438± 01：14．33� 393．7�
24 ウォータービジョン 牝5栗 55 高倉 稜山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 474－281：15．68 7．1�
611 メイショウカササギ 牝5鹿 55 北村 友一松本 好雄氏 木原 一良 浦河 太陽牧場 B484－ 21：16．55 5．6�
816�
 セイウンモーリー 牡4鹿 56 松若 風馬西山 茂行氏 森 秀行 米

Timber Town Sta-
ble, LLC & Jane
Winegardner

484± 01：16．81� 151．8�

48 � ララクリュサオル 牡5鹿 57 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 米 Ranjan
Racing Inc. 512＋20 （競走中止） 2．8�

（法942）

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，016，000円 複勝： 50，247，100円 枠連： 11，535，800円
馬連： 60，427，800円 馬単： 24，386，500円 ワイド： 54，831，600円
3連複： 91，057，000円 3連単： 91，954，500円 計： 421，456，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 300円 � 210円 � 840円 枠 連（1－5） 1，050円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 770円 �� 3，390円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 13，580円 3 連 単 ��� 77，510円

票 数

単勝票数 計 370160 的中 � 23131（5番人気）
複勝票数 計 502471 的中 � 44979（5番人気）� 71550（3番人気）� 13049（12番人気）
枠連票数 計 115358 的中 （1－5） 8468（5番人気）
馬連票数 計 604278 的中 �� 20415（7番人気）
馬単票数 計 243865 的中 �� 2872（20番人気）
ワイド票数 計 548316 的中 �� 19134（6番人気）�� 4035（44番人気）�� 7741（22番人気）
3連複票数 計 910570 的中 ��� 5028（43番人気）
3連単票数 計 919545 的中 ��� 860（236番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．5―12．2―12．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―34．8―47．0―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマカミカゼ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 オンファイア デビュー 2017．12．3 中京15着

2015．4．14生 牡6黒鹿 母 デルマアマノジャク 母母 テンシノウタ 24戦2勝 賞金 25，210，000円
〔競走中止〕 ララクリュサオル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウカササギ号・セイウンモーリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

2月16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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ベルポート号

01056 1月16日 曇 良 （3中京1） 第5日 第8競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走13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 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

46 シゲルオトメザ 牝4栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 506＋ 61：11．8 5．4�
33 � サイモンハロルド 牡4鹿 56 高倉 稜澤田 昭紀氏 森 秀行 米 Dream Walkin’

Farms, Inc. 454＋11 〃 アタマ 92．5�
58 � 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

506＋16 〃 クビ 9．1�
814 グレートバニヤン 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 558－ 4 〃 ハナ 21．9�
813 アーマーバローズ 牡4鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 春木ファーム 476－ 21：11．9クビ 1．9	
610 スリーピート 牡4栗 56 福永 祐一永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 512＋ 21：12．11� 7．1

45 ライトオブピース 牡7鹿 57 川須 栄彦前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 61：12．2クビ 137．5�
69 � リュウシンベガス 牡7黒鹿57 長岡 禎仁桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム B508＋ 41：12．41� 6．0
11 シルバークレイン 牝5芦 55 藤井勘一郎山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 458＋ 8 〃 ハナ 29．8�
711 タマモサザンクロス 牡7黒鹿57 幸 英明タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 482＋121：12．5	 127．5�
712 アカツキジョー 牡6栗 57 松若 風馬河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 504＋ 61：13．35 38．6�
22 クリスタルアワード 牝5青鹿 55

53 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 446－ 41：13．4クビ 99．8�

34 �� ステラストラータ 
6鹿 57
56 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 大江原 哲 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

486＋ 61：13．61� 376．4�
57 ダイメイサツキ 牡5黒鹿57 太宰 啓介宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 502－141：14．02� 159．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，918，000円 複勝： 84，737，500円 枠連： 13，948，200円
馬連： 80，509，000円 馬単： 40，843，200円 ワイド： 69，982，100円
3連複： 111，518，100円 3連単： 164，244，700円 計： 620，700，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 230円 � 2，500円 � 290円 枠 連（3－4） 18，990円

馬 連 �� 26，500円 馬 単 �� 42，720円

ワ イ ド �� 6，490円 �� 780円 �� 7，230円

3 連 複 ��� 53，850円 3 連 単 ��� 353，340円

票 数

単勝票数 計 549180 的中 � 79942（2番人気）
複勝票数 計 847375 的中 � 112037（2番人気）� 7139（12番人気）� 80072（5番人気）
枠連票数 計 139482 的中 （3－4） 569（23番人気）
馬連票数 計 805090 的中 �� 2354（38番人気）
馬単票数 計 408432 的中 �� 717（65番人気）
ワイド票数 計 699821 的中 �� 2696（41番人気）�� 24639（8番人気）�� 2420（46番人気）
3連複票数 計1115181 的中 ��� 1553（105番人気）
3連単票数 計1642447 的中 ��� 337（574番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．2―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．9―47．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルオトメザ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．1．5 京都4着

2017．4．13生 牝4栗 母 ベストヒット 母母 ラストヒット 8戦3勝 賞金 33，012，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出走取消馬 イーサンティラノ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）



01057 1月16日 曇 良 （3中京1） 第5日 第9競走 ��
��2，200�

な が ら が わ

長 良 川 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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．9
2：09．7

良
良

44 フライライクバード 牡4黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋102：11．2 1．5�

66 ス マ イ ル 牡5鹿 57 C．ルメール 石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B522－ 42：12．37 5．7�
810 ナオミラフィネ 牝4栗 54 北村 友一塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：12．72� 45．9�
55 レターオンザサンド 牡5芦 57 川田 将雅小川 勲氏 藤岡 健一 浦河 チェスナット

ファーム 500± 02：12．8� 7．2�
33 ダブルフラット 牡6黒鹿57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：13．54 6．8�
22 ダンシングリッチー 牡4鹿 56 松山 弘平米田 稔氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 462＋ 22：13．82 29．1	
11 コトブキテティス 牝4黒鹿54 戸崎 圭太尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 426－ 62：13．9� 26．0

78 ブリーズスズカ 牡8青鹿57 幸 英明永井 宏明氏 大橋 勇樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 22：15．610 137．3�
89 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± 02：16．02 20．4�
77 ドリームスピリット 牡6鹿 57 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 504－ 4 〃 アタマ 100．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 46，140，900円 複勝： 135，205，400円 枠連： 10，474，300円
馬連： 70，349，200円 馬単： 39，599，200円 ワイド： 54，609，900円
3連複： 106，858，900円 3連単： 204，595，500円 計： 667，833，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 530円 枠 連（4－6） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，060円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 7，790円

票 数

単勝票数 計 461409 的中 � 232349（1番人気）
複勝票数 計1352054 的中 � 970199（1番人気）� 92786（2番人気）� 16111（8番人気）
枠連票数 計 104743 的中 （4－6） 22348（1番人気）
馬連票数 計 703492 的中 �� 142333（1番人気）
馬単票数 計 395992 的中 �� 53834（1番人気）
ワイド票数 計 546099 的中 �� 81569（1番人気）�� 11697（10番人気）�� 6069（21番人気）
3連複票数 計1068589 的中 ��� 22344（14番人気）
3連単票数 計2045955 的中 ��� 19031（25番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―10．8―12．5―12．2―12．0―12．0―12．2―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―23．7―34．5―47．0―59．2―1：11．2―1：23．2―1：35．4―1：47．3―1：58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
9－5（3，6，7）－4－（10，2）1－8
9，5（3，6，7）4（10，2）1＝8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フライライクバード �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．27 京都2着

2017．3．1生 牡4黒鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 9戦3勝 賞金 44，550，000円

01058 1月16日 曇 良 （3中京1） 第5日 第10競走 ��
��1，400�

こうばい

紅梅ステークス（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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

66 ソングライン 牝3青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 480－ 21：20．6 2．9�

78 ララクリスティーヌ 牝3青鹿54 中井 裕二フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 土井牧場 444－ 81：21．13 8．8�
（法942）

22 ルチェカリーナ 牝3栗 54 戸崎 圭太加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 458－ 21：21．31 10．9�
44 ジャカランダレーン 牝3黒鹿54 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：21．61	 8．1�
79 アールラプチャー 牝3青鹿54 岩田 望来前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 448± 01：21．7
 34．8	
33 シャーレイポピー 牝3鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 418－ 61：21．91� 4．6

67 � エムオーシャトル 牝3鹿 54 田中 勝春大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 市川牧場 440＋ 21：22．11
 7．7�
810 オンラインドリーム 牝3黒鹿54 武 豊吉田 千津氏 武 幸四郎 英 Teruya

Yoshida 412－ 61：22．2クビ 6．1�
811 リ ン ゴ ア メ 牝3黒鹿55 国分 優作 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 21：22．31 32．4
55 ス ン リ 牝3鹿 54 松山 弘平白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B458－ 21：22．4クビ 53．9�
11 ジュラメント 牝3黒鹿54 藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 426＋ 21：22．93 182．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 98，555，900円 複勝： 119，428，400円 枠連： 17，010，200円
馬連： 142，923，900円 馬単： 54，233，400円 ワイド： 95，523，600円
3連複： 180，695，900円 3連単： 246，400，300円 計： 954，771，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 530円 � 220円 枠 連（6－7） 1，380円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 400円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 26，000円

票 数

単勝票数 計 985559 的中 � 264515（1番人気）
複勝票数 計1194284 的中 � 294231（1番人気）� 41877（8番人気）� 137045（4番人気）
枠連票数 計 170102 的中 （6－7） 9489（6番人気）
馬連票数 計1429239 的中 �� 35206（13番人気）
馬単票数 計 542334 的中 �� 7641（22番人気）
ワイド票数 計 955236 的中 �� 23714（13番人気）�� 67550（3番人気）�� 14212（22番人気）
3連複票数 計1806959 的中 ��� 21663（24番人気）
3連単票数 計2464003 的中 ��� 6869（95番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―10．6―11．5―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．5―45．0―56．8―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソングライン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．20 東京2着

2018．3．4生 牝3青鹿 母 ルミナスパレード 母母 ルミナスポイント 3戦2勝 賞金 28，145，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



01059 1月16日 晴 良 （3中京1） 第5日 第11競走
第58回農林水産省賞典

��
��2，000�愛 知 杯（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・左）
牝，4歳以上，2．1．18以降3．1．11まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・愛知県知事賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 665，000円 190，000円 95，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．3
1：56．1

良
良

818 マジックキャッスル 牝4鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 444＋121：58．7 6．3�
714 ランブリングアレー 牝5黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 480＋10 〃 クビ 10．1�
24 ウラヌスチャーム 牝6黒鹿54 岩田 康誠�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：59．23 14．8�
713 ア ブ レ イ ズ 牝4青鹿53 藤井勘一郎前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－10 〃 ハナ 62．8�
47 サトノガーネット 牝6黒鹿55 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 21：59．52 20．6	
611 デンコウアンジュ 牝8黒鹿56 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 478＋ 6 〃 ハナ 38．9

510 サトノダムゼル 牝5鹿 53 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462－ 81：59．6� 7．6�
59 カセドラルベル 牝5鹿 53 松山 弘平吉田 勝己氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 552－12 〃 アタマ 14．3�
715 シゲルピンクダイヤ 牝5黒鹿54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 480＋ 22：00．02� 8．1
23 ディアンドル 牝5黒鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 504＋12 〃 クビ 118．2�
35 センテリュオ 牝6鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 486＋102：00．1クビ 4．0�
612 レッドアステル 牝5鹿 53 武 豊 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 444－ 62：00．2� 8．2�
11 ドナウデルタ 牝5鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 53．0�
12 ウインマイティー 牝4芦 53 松若 風馬�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム B472－ 82：00．41 16．6�
816 リンディーホップ 牝6青鹿52 武藤 雅 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 72．1�
48 サマーセント 牝5黒鹿52 幸 英明ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋102：01．14 55．9�
817 ナ ル ハ ヤ 牝7黒鹿52 藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 516＋ 62：02．48 71．5�
36 タガノアスワド 牝7黒鹿52 北村 友一八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518± 0 〃 アタマ 108．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 213，261，700円 複勝： 346，425，300円 枠連： 108，028，300円
馬連： 635，648，100円 馬単： 195，076，300円 ワイド： 513，474，700円
3連複： 1，358，866，400円 3連単： 1，288，947，700円 計： 4，659，728，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 310円 � 470円 枠 連（7－8） 990円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 1，890円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 19，070円 3 連 単 ��� 79，590円

票 数

単勝票数 計2132617 的中 � 268024（2番人気）
複勝票数 計3464253 的中 � 429465（2番人気）� 289751（6番人気）� 174303（8番人気）
枠連票数 計1080283 的中 （7－8） 83895（2番人気）
馬連票数 計6356481 的中 �� 141693（12番人気）
馬単票数 計1950763 的中 �� 23691（20番人気）
ワイド票数 計5134747 的中 �� 96719（14番人気）�� 69779（19番人気）�� 55123（31番人気）
3連複票数 計13588664 的中 ��� 53424（67番人気）
3連単票数 計12889477 的中 ��� 11741（216番人気）

ハロンタイム 12．3―10．2―11．8―12．0―11．6―11．8―12．6―12．3―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．5―34．3―46．3―57．9―1：09．7―1：22．3―1：34．6―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．4
1
3

3，17－6－10，15（2，8）（14，16）9，18，1－12（5，13）11－4，7
3，17，6＝10（2，8，15，16）14（9，18）（1，11，12）（5，13）（4，7）

2
4

3（17，6）＝10，15（2，8，16）14－9，18，1，12，13（5，11）－（4，7）
3（17，6）－10（8，15，16）（2，14，18）（9，1，11，12）13（5，7）4

勝馬の
紹 介

マジックキャッスル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．7．13 福島1着

2017．3．3生 牝4鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 9戦2勝 賞金 131，415，000円
※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 シャレード号・フィリアプーラ号・ムジカ号

01060 1月16日 晴 良 （3中京1） 第5日 第12競走 ��1，400�4歳以上3勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．3
1：20．3

不良
不良

510 ロイヤルパールス 牡6鹿 57 中井 裕二ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B536＋ 41：24．1 299．5�
24 � 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 B492－ 4 〃 クビ 4．2�
47 タガノプレトリア 牡6鹿 57 太宰 啓介八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 41：24．2クビ 11．6�
816 コパノマーキュリー 牡4鹿 56 和田 竜二小林 祥晃氏 田所 秀孝 浦河 金成吉田牧場 514－ 41：24．31 4．3�
23 アイオライト 牡4黒鹿56 武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 496＋141：24．4クビ 21．2�
714 マ ッ ク ス �4栗 56 川田 将雅石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 468－121：24．72 3．1�
612 メイショウコゴミ 牝6鹿 55 幸 英明松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 452± 0 〃 クビ 17．5	
35 アールロッソ 牝5栗 55 国分 優作前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム 500＋ 41：24．8� 151．4

48 オヌシナニモノ 牡4鹿 56 北村 友一ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 474＋ 61：24．9クビ 6．7�
36 グトルフォス 牡5鹿 57 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 530＋ 81：25．0� 80．1
713 ダンサクドゥーロ 牡7芦 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 534＋ 2 〃 ハナ 118．5�
815 メイショウヴォルガ 牡7鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 510＋101：25．1	 89．0�
611 スピリットワンベル 牡6鹿 57 長岡 禎仁鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 536± 01：25．2クビ 28．2�
59 サンタナブルー 牡9黒鹿57 柴田 未崎 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 490＋ 81：25．41
 190．8�
11 スズカコーズマンボ 牡4鹿 56

55 ☆菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484± 01：25．5	 26．2�
12 ペイシャネガノ 牝5栗 55 柴田 善臣北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 448－ 41：25．81� 195．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，368，500円 複勝： 122，979，800円 枠連： 30，032，400円
馬連： 148，152，100円 馬単： 52，889，500円 ワイド： 121，711，000円
3連複： 219，061，100円 3連単： 242，525，800円 計： 1，021，720，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 29，950円 複 勝 � 4，820円 � 190円 � 240円 枠 連（2－5） 12，340円

馬 連 �� 56，200円 馬 単 �� 172，460円

ワ イ ド �� 13，900円 �� 24，830円 �� 700円

3 連 複 ��� 116，350円 3 連 単 ��� 1，674，580円

票 数

単勝票数 計 843685 的中 � 2253（16番人気）
複勝票数 計1229798 的中 � 4956（16番人気）� 203917（2番人気）� 139321（4番人気）
枠連票数 計 300324 的中 （2－5） 1886（24番人気）
馬連票数 計1481521 的中 �� 2043（70番人気）
馬単票数 計 528895 的中 �� 230（162番人気）
ワイド票数 計1217110 的中 �� 2178（77番人気）�� 1216（97番人気）�� 48290（6番人気）
3連複票数 計2190611 的中 ��� 1412（208番人気）
3連単票数 計2425258 的中 ��� 105（1800番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．6―46．6―58．7―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルパールス �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2017．9．17 阪神10着

2015．4．2生 牡6鹿 母 ラヴフルーヴ 母母 トモエマーガレット 34戦4勝 賞金 58，214，000円
※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。
（非当選馬）11頭 エクリリストワール号・クリノサンレオ号・サンライズナイト号・シェパードボーイ号・ツウカイウイング号・

バーンフライ号・ファシネートゼット号・プロスパラスデイズ号・ホウオウスクラム号・メイショウヤクシマ号・
ロジヒューズ号



（3中京1）第5日 1月16日（土曜日） 曇時々晴一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

267，790，000円
8，210，000円
30，370，000円
1，660，000円
32，470，000円
72，088，500円
4，981，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
749，058，600円
1，253，961，300円
246，925，600円
1，439，393，100円
548，589，900円
1，208，665，900円
2，536，568，900円
2，797，586，300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 10，780，749，600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5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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