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02037 1月24日 曇 不良 （3小倉1） 第4日 第1競走 1，700�3歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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
1：41．8
1：40．9

不良
重

33 キ ゾ ク 牡3栗 56
55 ☆斎藤 新西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 502－ 41：45．0 4．8�

11 スクウェアセイル 牝3鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 444－101：45．21� 4．0�
78 キクノクライフ 牡3鹿 56 小牧 太菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 惣田 英幸 492＋ 41：45．52 3．7�
79 アローテソーロ �3黒鹿 56

55 ☆富田 暁了德寺健二ホール
ディングス� 高橋 康之 熊本 本田 土寿 446－ 61：46．13� 58．0�

67 ケンジーフェイス 牡3栗 56 川島 信二 STレーシング 荒川 義之 日高 田端牧場 488－ 2 〃 ハナ 3．1	
22 トラモントガルフ 牡3芦 56

55 ☆菊沢 一樹ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 浦河 栄進牧場 482－ 41：46．2クビ 87．3

55 グランドライズ 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 482± 01：46．41� 53．3�
66 カゲキヨブレイン 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良エンジェルレーシング� 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 502－ 81：46．61� 24．9�
44 ラキエスヴィブロ 牡3鹿 56 西村 淳也西浦 和男氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 518－ 21：46．7� 16．0
811 ニューフロンティア 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心平井 裕氏 田所 秀孝 日高 白井牧場 472± 01：48．9大差 18．5�
810 フレンチフィナール 牡3黒鹿56 丹内 祐次谷口 祐人氏 本間 忍 新ひだか 橋本牧場 454± 01：49．0� 132．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，130，200円 複勝： 39，684，200円 枠連： 6，756，000円
馬連： 46，772，700円 馬単： 23，312，100円 ワイド： 39，981，200円
3連複： 72，483，000円 3連単： 94，787，900円 計： 350，907，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（1－3） 780円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 330円 �� 270円 �� 300円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，380円

票 数

単勝票数 計 271302 的中 � 44857（4番人気）
複勝票数 計 396842 的中 � 77899（3番人気）� 75280（4番人気）� 83258（2番人気）
枠連票数 計 67560 的中 （1－3） 6651（5番人気）
馬連票数 計 467727 的中 �� 44799（6番人気）
馬単票数 計 233121 的中 �� 10824（12番人気）
ワイド票数 計 399812 的中 �� 29977（6番人気）�� 39140（4番人気）�� 33450（5番人気）
3連複票数 計 724830 的中 ��� 68116（3番人気）
3連単票数 計 947879 的中 ��� 15666（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．2―42．9―55．4―1：07．8―1：20．0―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ゾ ク �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．10．17 京都5着

2018．4．6生 牡3栗 母 ルナーコロナ 母母 オリーブクラウン 6戦1勝 賞金 11，100，000円

02038 1月24日 曇 重 （3小倉1） 第4日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時20分 （芝・右）

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
1：44．1
1：43．9

良
良

710 キュンストラー 牝3芦 54
53 ☆菅原 明良 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 380－ 81：51．1 11．0�

56 ロ ゼ ッ ト 牝3黒鹿 54
53 ☆亀田 温心飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 410－ 4 〃 ハナ 17．9�

68 ペイルライダー 牝3鹿 54
53 ☆団野 大成市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 470＋121：51．31� 15．7�
813 ジャストメイビー 牝3鹿 54 浜中 俊ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：51．72� 6．2�
11 カラレーション 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 404－ 61：51．91� 2．6	
812 カンジンカナメ 牝3青鹿54 丹内 祐次由井健太郎氏 奥村 武 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 41：52．32� 64．9

33 テンナイスポイント 牝3鹿 54 横山 和生天白 泰司氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 436± 01：52．4クビ 28．0�
711 プレリュード 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 428－ 61：52．61� 37．1�

69 デアリングウーマン 牝3鹿 54
51 ▲泉谷 楓真岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 426－ 8 〃 クビ 4．5

57 ビジンクライマー 牝3鹿 54 川須 栄彦岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 スウィング
フィールド牧場 450＋ 61：52．8� 39．2�

44 ミスティレイン 牝3鹿 54
52 ◇藤田菜七子ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋ 81：53．65 28．8�
22 ハングルース 牝3鹿 54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 468－ 41：53．7クビ 8．1�
45 ピノヴェリタ 牝3鹿 54 西村 淳也松村 真司氏 須貝 尚介 新ひだか 前田ファーム 482－ 81：55．6大差 57．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，324，600円 複勝： 48，355，300円 枠連： 7，271，300円
馬連： 44，273，700円 馬単： 19，903，400円 ワイド： 43，735，400円
3連複： 68，420，800円 3連単： 71，150，700円 計： 333，435，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 370円 � 440円 � 500円 枠 連（5－7） 3，570円

馬 連 �� 6，320円 馬 単 �� 13，120円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 2，380円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 27，630円 3 連 単 ��� 153，520円

票 数

単勝票数 計 303246 的中 � 21929（5番人気）
複勝票数 計 483553 的中 � 35835（5番人気）� 28992（6番人気）� 24977（7番人気）
枠連票数 計 72713 的中 （5－7） 1575（16番人気）
馬連票数 計 442737 的中 �� 5424（23番人気）
馬単票数 計 199034 的中 �� 1137（47番人気）
ワイド票数 計 437354 的中 �� 6050（21番人気）�� 4721（28番人気）�� 4539（30番人気）
3連複票数 計 684208 的中 ��� 1857（90番人気）
3連単票数 計 711507 的中 ��� 336（482番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．5―12．4―12．2―12．2―12．3―12．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．3―48．7―1：00．9―1：13．1―1：25．4―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
1（8，12）13，2（4，9）（6，10）－5－（3，11）－7・（1，8）（13，12）（2，9）（4，10）（6，5）－11（3，7）

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

勝馬の
紹 介

キュンストラー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．10．25 東京5着

2018．3．28生 牝3芦 母 マイネグレヴィル 母母 マイネポリーヌ 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピノヴェリタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月24日まで平地競走に

出走できない。

第１回 小倉競馬 第４日



02039 1月24日 曇 不良 （3小倉1） 第4日 第3競走 ��1，000�4歳以上1勝クラス
発走10時50分 （ダート・右）

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
56．9
56．9

重
重

610 ローズオブシャロン 牝4青鹿 54
51 ▲秋山 稔樹�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 2 58．0 4．3�
33 � ジューンマウス 牡4栗 56 原田 和真吉川 潤氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 466± 0 58．21� 25．9�
22 � ミューティー 牝4鹿 54 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 486＋ 2 58．41 138．9�
46 カーテンコール 牝4栗 54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 492± 0 59．03� 2．5�
712� フ ロ イ デ 	6栗 57

55 △山田 敬士岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B496－ 6 59．11 15．6�

34 ラ イ ト マ ン 牡4鹿 56 西村 淳也 �吉澤ホールディングス 宮本 博 日高 新井 昭二 B502＋ 6 59．2� 14．0	
57 
 モズアーントモー 牝4鹿 54

53 ☆亀田 温心 �キャピタル・システム 森田 直行 米 Springhill
Farm 522＋20 〃 ハナ 14．2


813
 キュウドウクン 牡5鹿 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy
Stables, Inc. 478＋ 4 59．3� 10．7�

11 シルヴァーメテオ 牡7芦 57
54 ▲小林 凌大ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 506＋15 〃 ハナ 39．5�

58 サーストンネイジュ 牝5芦 55 和田 翼玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 B480－ 4 〃 クビ 14．8
45 レムリアンシード 牡4芦 56

54 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 456＋ 6 〃 ハナ 60．1�
711
� ストームハート 牝5黒鹿 55

54 ☆団野 大成広尾レース� 野中 賢二 米 Pomerol P
& Y Ltd B482－ 6 59．4アタマ 9．1�

69 サウンドヒーロー 牡4黒鹿 56
55 ☆斎藤 新増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 450＋ 2 59．72 20．2�

814� アイアムビクトリア 牝5栗 55 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 450＋ 61：00．23 66．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，253，900円 複勝： 50，114，000円 枠連： 8，849，600円
馬連： 51，569，600円 馬単： 23，654，300円 ワイド： 52，543，100円
3連複： 80，701，100円 3連単： 79，437，000円 計： 383，122，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 500円 � 3，350円 枠 連（3－6） 1，880円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 9，520円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 7，820円 �� 18，310円

3 連 複 ��� 138，180円 3 連 単 ��� 559，140円

票 数

単勝票数 計 362539 的中 � 67013（2番人気）
複勝票数 計 501140 的中 � 93403（2番人気）� 24119（9番人気）� 3094（14番人気）
枠連票数 計 88496 的中 （3－6） 3647（9番人気）
馬連票数 計 515696 的中 �� 7484（18番人気）
馬単票数 計 236543 的中 �� 1862（32番人気）
ワイド票数 計 525431 的中 �� 9052（17番人気）�� 1713（64番人気）�� 728（83番人気）
3連複票数 計 807011 的中 ��� 438（238番人気）
3連単票数 計 794370 的中 ��� 103（1144番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．3―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．7―45．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローズオブシャロン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2020．1．13 中山2着

2017．3．2生 牝4青鹿 母 ジャルダンスクレ 母母 Go Classic 11戦2勝 賞金 23，510，000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。
（非当選馬） 2頭 ストレガ号・ロンリーハート号
（非抽選馬） 1頭 センノベステス号

02040 1月24日 曇 重 （3小倉1） 第4日 第4競走 2，860�障害4歳以上未勝利
発走11時20分 （ 芝 ）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：06．6良

79 ダイシンクローバー �5黒鹿60 高田 潤大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 482± 03：14．9 1．6�
67 シェーンクラート 牡4黒鹿59 小野寺祐太金山 敏也氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 4 〃 アタマ 7．5�
11 アドマイヤミランダ 牝4芦 57 難波 剛健近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476＋103：15．43 12．4�
22 ブルベアペスカ 牡5栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 482＋ 23：15．93 19．2�
44 ムーンレイカー 牡6鹿 60 白浜 雄造門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 490－ 23：16．11� 8．2�
811 パ シ ー ジ ョ 牡5鹿 60 上野 翔前田 幸治氏 田中 博康 新ひだか 築紫 洋 484＋103：17．16 21．6�
812 ヴ ォ ル ス ト �4鹿 59 佐久間寛志	ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 桜井牧場 506－ 23：17．63 35．2

56 � クリノハプスブルク 牡7鹿 60 金子 光希栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 460＋ 23：17．8� 71．3�
33 シ ン ラ イ 牡5芦 60 草野 太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 470－103：18．65 67．1�
710 テ ラ ン ガ 牡4青鹿59 西谷 誠寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 454＋ 63：21．4大差 12．1
68 シャーベットフィズ 牡4黒鹿59 平沢 健治橋元 勇氣氏 湯窪 幸雄 浦河 谷川牧場 488－ 43：26．7大差 24．4�
55 � スマートエルピス 牡5青 60 森 一馬大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 前田ファーム 468－ 2 （競走中止） 25．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，240，600円 複勝： 28，748，100円 枠連： 6，256，200円
馬連： 28，548，800円 馬単： 18，222，500円 ワイド： 25，895，900円
3連複： 51，869，900円 3連単： 75，675，400円 計： 255，457，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 230円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 260円 �� 430円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 202406 的中 � 96819（1番人気）
複勝票数 計 287481 的中 � 123242（1番人気）� 34543（2番人気）� 18746（6番人気）
枠連票数 計 62562 的中 （6－7） 10989（1番人気）
馬連票数 計 285488 的中 �� 40250（1番人気）
馬単票数 計 182225 的中 �� 19501（1番人気）
ワイド票数 計 258959 的中 �� 29117（1番人気）�� 15250（4番人気）�� 5002（12番人気）
3連複票数 計 518699 的中 ��� 17876（5番人気）
3連単票数 計 756754 的中 ��� 10309（6番人気）
上り 1マイル 1：49．3 4F 53．3－3F 40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→」
�
�
3－（9，1）2，4，7，6，12－11＝10＝8
7，9，1，4（6，12）2－（3，11）＝10＝8

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

勝馬の
紹 介

ダイシンクローバー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．7．29 札幌6着

2016．4．9生 �5黒鹿 母 ヒシディーバ 母母 Hishi Natalie 障害：7戦1勝 賞金 19，080，000円
〔競走中止〕 スマートエルピス号は，競走中に疾病〔左第1指骨複骨折〕を発症したため1周目1コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ダイシンクローバー号の騎手高田潤は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 2頭 カモンスプリング号・タガノジェロディ号
（非抽選馬） 3頭 トキノハヤテ号・トーアコルレオーネ号・ワーウルフ号



02041 1月24日 曇 重 （3小倉1） 第4日 第5競走 ��1，800�3歳新馬
発走12時10分 （芝・右）

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
1：44．1
1：43．9

良
良

816 ルージュアリュール 牝3鹿 54 浜中 俊 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 420 ―1：53．0 9．2�
713 ベルンハルト 牡3栗 56

55 ☆団野 大成 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498 ―1：53．21 7．4�
24 ショウナンカノア 牡3鹿 56 西村 淳也国本 哲秀氏 西園 正都 新ひだか 土田農場 478 ―1：53．3� 21．4�
12 テーオーステラ 牝3青鹿 54

51 ▲泉谷 楓真小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 424 ― 〃 クビ 5．3�
36 キ ク ノ リ ノ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 高村牧場 456 ―1：53．4� 35．2	
815 サンデーインアスク 牝3青鹿54 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 408 ― 〃 アタマ 6．9

611 セイクリッドゲイズ 牡3鹿 56 川須 栄彦 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 490 ―1：53．71� 60．6�
35 リアルヴィジョン 牡3黒鹿56 黛 弘人﨏 文彦氏 武井 亮 浦河 山田 昇史 448 ― 〃 クビ 29．1�
714 サフランポケット 牡3鹿 56 太宰 啓介海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 470 ― 〃 クビ 50．9
23 ラ ン ト 牝3黒鹿54 川又 賢治田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 482 ―1：53．91 31．3�
11 エバースカーレット 牝3鹿 54

53 ☆斎藤 新宇田 豊氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 468 ―1：54．11� 16．3�
48 リバースレー 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504 ―1：54．84 2．9�
612 ヤマニンミレニアム 牡3黒鹿56 藤懸 貴志土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 454 ―1：54．9� 116．4�
59 ターンバック 牝3芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 434 ―1：55．22 15．3�
47 マルヨティアナ 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 456 ―1：55．52 96．5�
510 スプリングクルーズ 牡3鹿 56 藤岡 康太谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B466 ―2：03．8大差 53．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，713，800円 複勝： 40，435，300円 枠連： 12，161，900円
馬連： 42，475，000円 馬単： 19，087，700円 ワイド： 40，902，800円
3連複： 67，813，000円 3連単： 69，604，600円 計： 322，194，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 340円 � 260円 � 390円 枠 連（7－8） 990円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 2，930円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 20，270円 3 連 単 ��� 95，750円

票 数

単勝票数 計 297138 的中 � 25826（5番人気）
複勝票数 計 404353 的中 � 30106（5番人気）� 44854（3番人気）� 25437（7番人気）
枠連票数 計 121619 的中 （7－8） 9426（4番人気）
馬連票数 計 424750 的中 �� 10934（11番人気）
馬単票数 計 190877 的中 �� 2419（20番人気）
ワイド票数 計 409028 的中 �� 9986（11番人気）�� 3529（37番人気）�� 4767（24番人気）
3連複票数 計 678130 的中 ��� 2509（71番人気）
3連単票数 計 696046 的中 ��� 527（296番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．9―51．0―1：03．8―1：16．4―1：28．6―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ルージュアリュール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marju 初出走

2018．5．7生 牝3鹿 母 ジョリージョコンド 母母 Jioconda 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングクルーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月24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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アレトゥーザ号・カカオ号

02042 1月24日 曇 重 （3小倉1） 第4日 第6競走 1，200�3歳未勝利
発走12時40分 （芝・右）

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
1：06．5
1：06．5

良
良

713 フォイアーロート 牡3青鹿56 �島 克駿吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474－ 61：10．4 10．8�
816 トキノワンカラット 牝3鹿 54 木幡 初也田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 426＋141：10．61� 51．7�
510 ジューンベロシティ 牡3青鹿 56

55 ☆富田 暁吉川 潤氏 武 英智 浦河 ヒダカフアーム B454－ 61：10．81� 9．1�
817 エレフセリア 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 41：11．01� 24．9�
611 カワカミカリーナ 牝3青鹿54 勝浦 正樹 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 456－ 21：11．1クビ 2．6	
36 アクチュアリー 牝3芦 54

52 ◇藤田菜七子石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 454－ 4 〃 クビ 15．7

715 クラウディベイ 牝3黒鹿54 吉田 隼人丸山 担氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：11．2クビ 6．0�
48 サヴァビアン 牡3栗 56 藤岡 康太岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 61：11．31 7．3�
35 アブラアルバム 牝3青鹿54 川島 信二大西 洋平氏 新谷 功一 新冠 村上 進治 402－ 4 〃 ハナ 23．9
612 ベルウッドアリイ 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 折手牧場 470＋101：11．51 130．4�
47 サイタオフェーリア 牝3青 54

53 ☆木幡 育也サイタグローバル 杉浦 宏昭 新冠 柏木 一則 432－ 41：11．71� 142．1�
24 クールシラユリ 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 434＋121：11．8クビ 38．7�
11 タカノアメージング 牡3芦 56

55 ☆亀田 温心山口多賀司氏 北出 成人 浦河 斉藤 政志 506＋161：12．43� 76．5�
12 シングフォーホープ 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成大塚 亮一氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 432－10 〃 アタマ 21．7�
23 イッツアメモリー 牝3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新�ミルファーム 清水 英克 浦河 南部 功 422＋ 61：12．5� 86．3�
59 ナムラスパロー 牝3青鹿 54

53 ☆菅原 明良奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 いとう牧場 402＋101：12．71� 17．0�
818 スノークリスマス 牝3芦 54 黛 弘人�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 本桐牧場 422－ 41：13．01� 50．3�
714 エイシンビースト 牡3栗 56 川又 賢治平井 泰男氏 坂口 智康 浦河 栄進牧場 428± 01：13．85 116．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，716，300円 複勝： 41，258，100円 枠連： 10，050，600円
馬連： 43，606，900円 馬単： 18，451，800円 ワイド： 46，527，100円
3連複： 80，404，100円 3連単： 75，647，500円 計： 345，662，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 490円 � 1，120円 � 360円 枠 連（7－8） 2，020円

馬 連 �� 32，210円 馬 単 �� 63，190円

ワ イ ド �� 7，470円 �� 1，670円 �� 7，020円

3 連 複 ��� 88，550円 3 連 単 ��� 559，630円

票 数

単勝票数 計 297163 的中 � 21838（5番人気）
複勝票数 計 412581 的中 � 22177（7番人気）� 8900（13番人気）� 32773（4番人気）
枠連票数 計 100506 的中 （7－8） 3855（8番人気）
馬連票数 計 436069 的中 �� 1049（77番人気）
馬単票数 計 184518 的中 �� 219（138番人気）
ワイド票数 計 465271 的中 �� 1587（71番人気）�� 7343（17番人気）�� 1690（67番人気）
3連複票数 計 804041 的中 ��� 681（232番人気）
3連単票数 計 756475 的中 ��� 98（1370番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．8―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．8―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．4
3 6（7，8，11）（5，9，13）14（10，15）18（3，4，16）（12，17）2，1 4 6，8，11（7，13）9（5，10，15）14，16（3，4，12）18（2，17）1

勝馬の
紹 介

フォイアーロート �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．11．22 阪神5着

2018．2．5生 牡3青鹿 母 ヴィンテージローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 3戦1勝 賞金 5，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エイシンビースト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月24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 ラグランジア号



02043 1月24日 曇 重 （3小倉1） 第4日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時10分 （芝・右）

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
1：56．9
1：56．1

良
良

22 セファーラジエル 牡3鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 522＋ 82：03．8 2．7�
67 レッドアストラム 牡3栗 56 西村 淳也 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 504－10 〃 クビ 4．6�
55 ワイドエンペラー 牡3鹿 56 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 496－102：03．9アタマ 5．5�
811 ブレスオブライフ 牡3鹿 56 荻野 琢真�フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ

ファーム 460－ 22：04．0� 22．9�
11 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± 02：04．42� 3．4	
79 ゴットウェーブ 牡3鹿 56

55 ☆富田 暁後藤 進氏 武 英智 浦河 林 孝輝 492－ 82：04．5� 45．4

33 スマイルパワー 牡3芦 56

55 ☆菊沢 一樹馬目 卓氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 420－ 82：04．7� 89．4�
66 マイネルリリーフ 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 460± 0 〃 アタマ 14．6�
810 トーホウロッキー 牡3栗 56 �島 克駿東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 482－ 42：05．65 92．6
44 ナンヨーインディゴ 牝3鹿 54 浜中 俊中村 德也氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 416－ 42：08．3大差 26．2�
78 ウインアミュレット 牡3鹿 56 原田 和真�ウイン 金成 貴史 新ひだか 三石橋本牧場 450± 02：08．93� 115．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，544，900円 複勝： 38，876，500円 枠連： 7，511，200円
馬連： 40，309，300円 馬単： 20，785，100円 ワイド： 34，652，200円
3連複： 66，176，100円 3連単： 97，655，200円 計： 337，510，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 190円 枠 連（2－6） 470円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 280円 �� 410円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 315449 的中 � 93164（1番人気）
複勝票数 計 388765 的中 � 94739（1番人気）� 79426（3番人気）� 39407（4番人気）
枠連票数 計 75112 的中 （2－6） 12232（2番人気）
馬連票数 計 403093 的中 �� 45529（2番人気）
馬単票数 計 207851 的中 �� 14313（3番人気）
ワイド票数 計 346522 的中 �� 33584（2番人気）�� 20926（4番人気）�� 16483（6番人気）
3連複票数 計 661761 的中 ��� 30826（4番人気）
3連単票数 計 976552 的中 ��� 14021（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．0―12．8―12．4―12．5―12．6―12．5―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―36．0―48．8―1：01．2―1：13．7―1：26．3―1：38．8―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セファーラジエル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Out of Place デビュー 2020．7．12 阪神2着

2018．3．4生 牡3鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 5戦1勝 賞金 12，410，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインアミュレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月24日まで平地競

走に出走できない。

02044 1月24日 曇 不良 （3小倉1） 第4日 第8競走 1，700�4歳以上1勝クラス
発走13時40分 （ダート・右）

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
1：41．8
1：40．9

不良
重

11 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 498－ 61：42．8 4．1�

610 オーヴァーネクサス 牡4鹿 56 �島 克駿 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 496－ 61：43．01� 2．6�

35 スズカパンサー 牡4栗 56
54 △山田 敬士永井 啓弍氏 西村 真幸 浦河 まるとみ冨岡牧場 B462＋ 41：43．1クビ 33．8�

34 ルドンカズマ 牡4鹿 56 吉田 隼人合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 484－ 61：43．73� 7．0�
22 � コスモクウェンチ 牡7鹿 57 原田 和真Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 21：44．23 124．3�
712 グリッサード 牡5鹿 57

56 ☆団野 大成 	シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：44．3クビ 11．2

59 � ブロッコリー 牡6鹿 57 浜中 俊嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 486－ 41：44．4� 19．1�
814 マイネルエンカント 牡4黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 466＋101：44．61� 24．0�
611� テンナイトパール 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 488＋ 71：44．7� 155．0
713 キ ワ ミ 	4栗 56 太宰 啓介寺田 寿男氏 昆 貢 日高 日高大洋牧場 B472± 0 〃 ハナ 16．6�
46 キモンボーイ 牡5鹿 57

55 ◇藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 516＋ 21：45．55 54．9�
58 グレアミラージュ 牡4鹿 56 西村 淳也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 464＋101：45．81� 53．4�
47 フームスムート 牡4黒鹿56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 510＋ 81：46．86 13．2�
815 コスモケルビン 牡4鹿 56

53 ▲秋山 稔樹 	ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B522－ 21：46．9� 150．3�
23 カ ヴ ァ ス 牡4黒鹿56 藤懸 貴志 	サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：48．49 11．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，869，400円 複勝： 61，129，000円 枠連： 10，124，100円
馬連： 59，183，400円 馬単： 23，973，100円 ワイド： 58，132，200円
3連複： 101，699，700円 3連単： 104，385，300円 計： 454，496，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 120円 � 610円 枠 連（1－6） 650円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，140円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 5，960円 3 連 単 ��� 22，990円

票 数

単勝票数 計 358694 的中 � 69131（2番人気）
複勝票数 計 611290 的中 � 92477（2番人気）� 185605（1番人気）� 15710（10番人気）
枠連票数 計 101241 的中 （1－6） 11988（1番人気）
馬連票数 計 591834 的中 �� 96121（1番人気）
馬単票数 計 239731 的中 �� 15502（2番人気）
ワイド票数 計 581322 的中 �� 57102（1番人気）�� 6361（28番人気）�� 8110（21番人気）
3連複票数 計1016997 的中 ��� 12781（15番人気）
3連単票数 計1043853 的中 ��� 3291（57番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．8―12．3―12．2―12．3―12．0―12．0―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．5―41．8―54．0―1：06．3―1：18．3―1：30．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノウィリアム �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．20 中京11着

2017．4．12生 牡4黒鹿 母 タガノジョイナー 母母 タガノチャーリーズ 16戦2勝 賞金 24，960，000円
〔調教再審査〕 カヴァス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 カヴァス号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



02045 1月24日 曇 重 （3小倉1） 第4日 第9競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時15分 （芝・右）

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
1：44．1
1：43．9

良
良

11 ドナキアーロ 牝4鹿 54 西村 淳也山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 470＋221：50．2 15．3�
69 ア ミ ー ク ス 牝4鹿 54 吉田 隼人 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B450＋ 41：50．3� 9．9�
711 レッドフラヴィア 牝4栗 54 藤懸 貴志 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：50．5� 6．1�
813 パ イ ネ 牝4黒鹿 54

53 ☆菅原 明良金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 434± 01：50．71� 5．9�

58 ダンツガゼール 牝4青鹿 54
51 ▲泉谷 楓真山元 哲二氏 本田 優 むかわ 上水牧場 458－ 4 〃 ハナ 8．8�

45 カインドリー 牝4黒鹿 54
53 ☆斎藤 新 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 448＋ 21：51．01� 2．9	
57 スピリトゥス 牝4黒鹿54 浜中 俊
桑田牧場 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 406－ 41：51．42� 12．2�
34 ルナソルガール 牝4黒鹿 54

53 ☆富田 暁合同会社雅苑興業 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 500± 01：51．5クビ 30．6�
712 ベリンダアン 牝4青鹿 54

52 ◇藤田菜七子 TURFレーシング 小野 次郎 むかわ 平岡牧場 430± 0 〃 アタマ 32．1
46 メデタシメデタシ 牝4鹿 54

53 ☆木幡 育也堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 456＋ 61：51．6クビ 17．7�
22 ラフェリシテ 牝5鹿 55 藤岡 康太 
サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418－ 61：51．7� 15．7�
610� スーパーノーマル 牝6黒鹿55 原田 和真 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 安平 追分ファーム 472－ 21：52．02 39．7�
814� クイーンズトゥルー 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 81：52．31� 120．0�

33 � バトルレディネス 牝5黒鹿 55
54 ☆菊沢 一樹諸岡 慶氏 伊坂 重信 新冠 石田牧場 B430－101：53．04 184．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，718，800円 複勝： 48，096，400円 枠連： 11，369，700円
馬連： 57，924，000円 馬単： 24，339，800円 ワイド： 54，898，300円
3連複： 93，137，600円 3連単： 101，588，600円 計： 426，073，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 470円 � 370円 � 240円 枠 連（1－6） 6，840円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 13，540円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，720円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 16，150円 3 連 単 ��� 120，740円

票 数

単勝票数 計 347188 的中 � 18074（7番人気）
複勝票数 計 480964 的中 � 24885（9番人気）� 33053（6番人気）� 57566（3番人気）
枠連票数 計 113697 的中 （1－6） 1288（25番人気）
馬連票数 計 579240 的中 �� 6506（33番人気）
馬単票数 計 243398 的中 �� 1348（58番人気）
ワイド票数 計 548983 的中 �� 6803（31番人気）�� 8191（20番人気）�� 11254（12番人気）
3連複票数 計 931376 的中 ��� 4323（62番人気）
3連単票数 計1015886 的中 ��� 610（441番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．7―12．8―12．1―12．1―11．6―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．2―50．0―1：02．1―1：14．2―1：25．8―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドナキアーロ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Purge デビュー 2019．7．28 新潟1着

2017．4．27生 牝4鹿 母 ア ン ソ ニ カ 母母 Enabru 8戦2勝 賞金 14，600，000円
〔制裁〕 ラフェリシテ号の騎手藤岡康太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

02046 1月24日 曇 重 （3小倉1） 第4日 第10競走 1，200�
あ き よ し だ い

秋 吉 台 特 別
発走14時50分 （芝・右）

4歳以上，1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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．5
1：06．5

良
良

815 グッドワード 牝6芦 55 �島 克駿下河辺俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 494＋ 81：09．5 3．8�
713 ブルベアオーロ 牡5黒鹿57 吉田 隼人森中 蕃氏 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 464＋ 81：09．82 16．2�
11 レオハイセンス 牝4鹿 54 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 436± 01：09．9� 12．5�
714 マイネルテナシャス 牡4青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 41：10．0� 7．9�
612 エーティーメジャー 牡4鹿 56 和田 翼荒木 徹氏 湯窪 幸雄 むかわ 上水牧場 490± 01：10．1� 21．5�
36 ガ リ レ イ �4鹿 56 太宰 啓介 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 488－26 〃 ハナ 5．4	
24 � レッドエーデル 牝4黒鹿54 西村 淳也 �東京ホースレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 434－121：10．2クビ 34．4

23 イリスファルコン 牝7鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 428－ 41：10．3� 35．7�
48 スウィートメリナ 牝4栗 54 菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 432＋ 8 〃 クビ 86．3�
35 キタノギャラクシー 牡4鹿 56 斎藤 新北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 B486＋ 8 〃 アタマ 18．5
59 クリノサンシャイン 牝4鹿 54 熊沢 重文栗本 博晴氏 高橋 康之 新冠 上井農場 430－ 4 〃 ハナ 25．5�
510 エピックガール 牝5鹿 55 菅原 明良合同会社雅苑興業 宮田 敬介 浦河 三嶋牧場 444＋101：10．4� 6．5�
12 � ガビーズドリーム �5鹿 57 亀田 温心長島 和彦氏 中野 栄治 新ひだか 前田牧場 480＋ 41：10．61	 72．2�
817� セイウンクロクモ 牡4青鹿56 藤田菜七子西山 茂行氏 中野 栄治 浦河 谷川牧場 486－ 21：10．81	 51．3�
47 ト ラ ン プ 牡6鹿 57 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 454＋ 81：11．22� 34．5�
611 スリーマグナム 牡6鹿 57 木幡 育也永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 488－ 4 〃 クビ 12．4�
816 エアリーフローラ 牝4鹿 54 団野 大成 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 430± 01：12．15 28．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，619，600円 複勝： 62，699，200円 枠連： 19，601，600円
馬連： 95，462，000円 馬単： 34，113，700円 ワイド： 83，721，600円
3連複： 178，218，400円 3連単： 165，238，100円 計： 683，674，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 460円 � 340円 枠 連（7－8） 910円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 6，180円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，240円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 14，110円 3 連 単 ��� 67，260円

票 数

単勝票数 計 446196 的中 � 92824（1番人気）
複勝票数 計 626992 的中 � 101921（1番人気）� 31233（7番人気）� 45061（5番人気）
枠連票数 計 196016 的中 （7－8） 16558（2番人気）
馬連票数 計 954620 的中 �� 21215（8番人気）
馬単票数 計 341137 的中 �� 4139（14番人気）
ワイド票数 計 837216 的中 �� 19940（6番人気）�� 17563（9番人気）�� 6950（37番人気）
3連複票数 計1782184 的中 ��� 9471（36番人気）
3連単票数 計1652381 的中 ��� 1781（151番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．1―11．5―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．5―45．0―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F36．0
3 5，7－（1，11）3（12，17）（6，15）（4，10，13）（8，9，16）14，2 4 5，7（1，3，11）（6，12）（4，10，15，17）13（8，9，14）2，16

勝馬の
紹 介

グッドワード �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2018．3．4 阪神1着

2015．2．21生 牝6芦 母 ブライダルブーケ 母母 グローリーティアラ 22戦2勝 賞金 32，458，000円
〔制裁〕 エーティーメジャー号の騎手和田翼は，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：9番・8番）



02047 1月24日 曇 不良 （3小倉1） 第4日 第11競走 ��1，700�
ぶ ぜ ん

豊前ステークス
発走15時25分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス，2．1．25以降3．1．17まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利
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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．8
1：40．9

不良
重

714 テ オ レ ー マ 牝5鹿 53 斎藤 新水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 468－ 41：42．3 6．2�
11 ミステリオーソ 牡4黒鹿55 吉田 隼人 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 478＋101：42．4� 3．8�
47 ワンダーウマス 牡7鹿 53 亀田 温心山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 488＋ 21：42．5� 47．7�
48 サクラルーフェン 牡5黒鹿54 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 458＋12 〃 クビ 36．1�
713 サンライズナイト 牡6黒鹿54 �島 克駿松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 B492＋121：42．6クビ 41．8	
36 リネンファッション 牝4鹿 53 藤岡 佑介戸山 光男氏 坂口 智康 日高 前川 義則 446－ 21：42．7� 3．7

23 サンライズホープ 牡4鹿 55 川須 栄彦松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 538－ 81：42．91� 5．8�
24 ケルティックソード 牡8栗 54 荻野 極吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 496＋ 4 〃 ハナ 88．0�
35 キタサンタイドー 牡6黒鹿55 西村 淳也�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 508＋101：43．0クビ 14．2
611 ダノンロイヤル 牡6鹿 54 藤岡 康太�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 554＋ 2 〃 クビ 18．5�
12 	 ジ ェ ミ ニ ズ 牡7栗 54 泉谷 楓真ライオンレースホース� 新谷 功一 浦河 浦河日成牧場 510－ 41：43．42� 35．5�
612 ダンツキャッスル 牡5鹿 55 横山 和生山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 482－ 81：43．5� 15．4�
59 	 クリノヒビキ 
6栗 52 原田 和真栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 バンブー牧場 504± 0 〃 ハナ 207．1�
816 オンザロックス 牡8鹿 55 勝浦 正樹稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 81：44．24 98．0�
510 ナムラムツゴロー 牡6栗 54 富田 暁奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 494＋ 61：45．26 23．3�
815 シホノフォルテ 
5鹿 56 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－161：45．41� 31．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，285，200円 複勝： 94，207，700円 枠連： 36，655，300円
馬連： 210，114，200円 馬単： 72，489，500円 ワイド： 143，487，000円
3連複： 364，089，800円 3連単： 389，989，400円 計： 1，381，318，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 180円 � 810円 枠 連（1－7） 930円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 610円 �� 3，980円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 17，720円 3 連 単 ��� 82，570円

票 数

単勝票数 計 702852 的中 � 90679（4番人気）
複勝票数 計 942077 的中 � 136122（3番人気）� 154155（2番人気）� 22844（13番人気）
枠連票数 計 366553 的中 （1－7） 30473（3番人気）
馬連票数 計2101142 的中 �� 121884（4番人気）
馬単票数 計 724895 的中 �� 20110（9番人気）
ワイド票数 計1434870 的中 �� 64779（4番人気）�� 8884（44番人気）�� 15816（25番人気）
3連複票数 計3640898 的中 ��� 15404（58番人気）
3連単票数 計3899894 的中 ��� 3424（239番人気）

ハロンタイム 7．0―10．5―11．4―12．5―12．2―12．0―12．1―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．5―28．9―41．4―53．6―1：05．6―1：17．7―1：30．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テ オ レ ー マ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2019．1．20 京都11着

2016．2．2生 牝5鹿 母 スターズアラインド 母母 Senora Galilei 17戦4勝 賞金 75，157，000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。
（非当選馬） 3頭 クリノフラッシュ号・スマートランウェイ号・パレニア号

02048 1月24日 曇 重 （3小倉1） 第4日 第12競走 ��
��2，600�

うみ な か み ち

海 の 中 道 特 別
発走16時00分 （芝・右）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．8
2：37．1

良
良

811 メロディーレーン 牝5鹿 55 横山 和生岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 346＋ 22：42．3 5．2�
79 アドマイヤポラリス 牡5鹿 57 団野 大成近藤 旬子氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 482－ 82：42．51� 3．7�
22 プランドラー 牡5鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 22：43．03 8．8�
66 サンサルドス 牡5鹿 57 岡田 祥嗣 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 546－ 22：43．21� 21．0�
78 ダディーズトリップ 牡5青 57 浜中 俊田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 456＋ 42：43．3	 3．6�
44 ノーチカルチャート 牡5青鹿57 川又 賢治 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 488－ 22：43．4クビ 7．1	
55 コスモジェミラ 牝4芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 460± 02：44．14 11．6

810
 リードザフィールド 牡7栗 57 木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 462－122：44．41	 105．8�
67 ジャディード 牡6黒鹿57 吉田 隼人丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 454± 02：44．5クビ 69．9�
11 トウカイデュエル 牡4鹿 56 西村 淳也内村 正則氏 田所 秀孝 平取 二風谷ファーム 478＋16 〃 クビ 9．8
33 
 ディライトプロミス 牝6鹿 55 荻野 極 �キャロットファーム 上村 洋行 米

Ted Nichols and Judith E
Nichols Trust Dated Feb-
ruary18，1999 470＋ 82：46．210 97．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 62，873，700円 複勝： 76，904，700円 枠連： 18，796，400円
馬連： 108，871，400円 馬単： 44，838，600円 ワイド： 81，335，600円
3連複： 157，375，200円 3連単： 225，245，100円 計： 776，240，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 140円 � 230円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 420円 �� 950円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 13，220円

票 数

単勝票数 計 628737 的中 � 95462（3番人気）
複勝票数 計 769047 的中 � 115470（3番人気）� 166823（1番人気）� 71510（5番人気）
枠連票数 計 187964 的中 （7－8） 31974（1番人気）
馬連票数 計1088714 的中 �� 76033（3番人気）
馬単票数 計 448386 的中 �� 17343（4番人気）
ワイド票数 計 813356 的中 �� 52319（3番人気）�� 20685（14番人気）�� 40729（5番人気）
3連複票数 計1573752 的中 ��� 37853（8番人気）
3連単票数 計2252451 的中 ��� 12344（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．8―24．6―37．0―49．4―1：02．1―1：15．0―1：27．9―1：40．0―1：51．9―2：04．0―2：16．4―2：29．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メロディーレーン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Motivator デビュー 2018．10．13 京都10着

2016．2．12生 牝5鹿 母 メ ー ヴ ェ 母母 Top Table 19戦3勝 賞金 55，230，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（3小倉1）第4日 1月24日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 168頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

191，670，000円
8，210，000円
22，110，000円
1，630，000円
21，230，000円
68，014，000円
5，328，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
453，291，000円
630，508，500円
155，403，900円
829，111，000円
343，171，600円
705，812，400円
1，382，388，700円
1，550，404，800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 6，050，091，900円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回小倉競馬第4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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