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00013 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時55分 （ダート・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
1：08．5
1：08．5

重
重

713 メインターゲット 牝3栗 54 田辺 裕信吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 504＋ 21：13．5 3．7�
510 ガウナエルフリーデ 牝3栗 54 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 472－ 41：13．6� 14．0�
47 ラインオブフェイト 牝3栗 54 戸崎 圭太 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 476＋201：14．23� 13．2�
611 ナンノコレシキ 牝3黒鹿54 横山 武史宮城 寛也氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 456± 01：14．3� 3．1�
23 テイエムミラクル 牝3鹿 54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 486＋ 21：14．62 8．6�
816 クレールフォルム 牝3栗 54 武藤 雅 	社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 480－ 21：14．7クビ 10．6

12 キタノドンポートロ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新冠 北星村田牧場 488＋ 8 〃 クビ 234．9�
815 トップシンデレラ 牝3黒鹿54 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 454＋ 61：14．91� 64．8�
612 ア ヴ ォ カ ド 牝3鹿 54 三浦 皇成小田 吉男氏 武井 亮 新冠 芳住 鉄兵 474＋ 21：15．0クビ 17．4
24 キミョウキテレツ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 中地 義次 452＋ 61：15．1� 201．5�
48 バナナムーン 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 大滝 康晴 460＋ 61：15．52� 325．2�
11 グラスファミーユ 牝3芦 54 木幡 巧也半沢	 牧 光二 新ひだか タツヤファーム 484＋101：15．6クビ 15．1�
36 ハッピーミラクル 牝3黒鹿54 嶋田 純次馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B492＋101：16．34 66．9�
35 クラブジャズ 牝3栗 54 大野 拓弥市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 424－ 21：16．72 6．8�
59 トーアテンニョ 牝3栗 54

51 ▲原 優介高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 418＋ 41：17．34 272．0�
（15頭）

714 ホノノルーカ 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大鈴木 誠氏 林 徹 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 46，720，300円 複勝： 82，984，500円 枠連： 13，346，200円
馬連： 89，117，000円 馬単： 39，078，100円 ワイド： 84，700，200円
3連複： 145，681，700円 3連単： 144，769，800円 計： 646，397，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 400円 � 450円 枠 連（5－7） 2，390円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，140円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 12，540円 3 連 単 ��� 57，790円

票 数

単勝票数 差引計 467203（返還計 3079） 的中 � 98647（2番人気）
複勝票数 差引計 829845（返還計 4807） 的中 � 154248（2番人気）� 48435（6番人気）� 41403（7番人気）
枠連票数 差引計 133462（返還計 338） 的中 （5－7） 4325（10番人気）
馬連票数 差引計 891170（返還計 13269） 的中 �� 31432（9番人気）
馬単票数 差引計 390781（返還計 6014） 的中 �� 8268（13番人気）
ワイド票数 差引計 847002（返還計 13492） 的中 �� 32096（8番人気）�� 19030（14番人気）�� 6537（34番人気）
3連複票数 差引計1456817（返還計 40150） 的中 ��� 8709（44番人気）
3連単票数 差引計1447698（返還計 43617） 的中 ��� 1816（212番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―12．2―13．1―12．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―35．2―48．3―1：01．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メインターゲット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2020．10．18 東京3着

2018．3．1生 牝3栗 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon 3戦1勝 賞金 7，410，000円
〔出走取消〕 ホノノルーカ号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔発走状況〕 キタノドンポートロ号は，枠入り不良。
※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 ステディシュシュ号・タンキエットゥ号

00014 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第2競走 ��1，800�3歳未勝利
発走10時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

35 クリーンスレイト 牡3栗 56 横山 武史ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 61：56．5 5．1�

611 トーセンチャールズ 牡3鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 494± 01：56．92� 4．6�

12 ロイヤルダンス 牡3青鹿56 伊藤 工真上野 直樹氏 林 徹 新冠 山岡ファーム 488－ 41：57．1� 3．0�
47 ミエノハヤブサ 牡3鹿 56 津村 明秀里見美惠子氏 田中 博康 新ひだか グランド牧場 464＋ 61：57．21 7．7�
816 フォスキーア 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 494－ 21：57．3� 180．8�
510 ジェイエルブリッジ 牡3芦 56 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 460－ 61：57．83 15．5	
59 ウインラザンツ 牡3鹿 56 丹内 祐次
ウイン 畠山 吉宏 新冠 イワミ牧場 488－ 41：58．32� 60．7�
815 インザロングラン 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 454－ 61：58．83 269．5�
24 サムライスピアー 牡3栗 56 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 442± 01：59．33 7．5
23 ソンノウジョウイ 牡3鹿 56 黛 弘人内田 玄祥氏 奥平 雅士 新冠 村上牧場 B468＋301：59．83 232．6�
714 トラストガイア 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良菅波立知子氏 高木 登 新冠 有限会社 大
作ステーブル 484－ 2 〃 アタマ 46．2�

36 セイウンゴールド 牡3青鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 浦河 �川 啓一 490＋202：00．33 7．6�
48 メタモルフォシス 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 444＋102：01．25 204．0�
11 エコロゴールド 牡3栗 56 木幡 巧也原村 正紀氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B496＋202：03．0大差 219．4�
713 アスマスティーブ �3鹿 56 木幡 初也湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 446－12 （競走中止） 265．2�

（15頭）
612 クールマニワ 牡3栗 56 勝浦 正樹�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，256，900円 複勝： 74，123，000円 枠連： 13，280，600円
馬連： 67，792，700円 馬単： 27，130，500円 ワイド： 59，351，400円
3連複： 95，318，400円 3連単： 91，858，000円 計： 468，111，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 130円 � 120円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 530円 �� 460円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 差引計 392569（返還計 23943） 的中 � 60741（3番人気）
複勝票数 差引計 741230（返還計 38133） 的中 � 99889（3番人気）� 154487（2番人気）� 184180（1番人気）
枠連票数 差引計 132806（返還計 2710） 的中 （3－6） 15973（3番人気）
馬連票数 差引計 677927（返還計 92064） 的中 �� 37998（6番人気）
馬単票数 差引計 271305（返還計 37125） 的中 �� 7729（8番人気）
ワイド票数 差引計 593514（返還計 83087） 的中 �� 26381（7番人気）�� 31505（5番人気）�� 64070（1番人気）
3連複票数 差引計 953184（返還計228900） 的中 ��� 49604（2番人気）
3連単票数 差引計 918580（返還計217505） 的中 ��� 7592（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．4―51．2―1：04．5―1：17．6―1：30．9―1：43．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．9
1
3
16（2，9）6，8（4，15）（3，5）（1，13）－11（10，14）－7
16（9，6）（2，8）（4，15，5）7（3，13）1（11，14）10

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

勝馬の
紹 介

クリーンスレイト �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2020．9．21 中山10着

2018．4．21生 牡3栗 母 ニューチャプターⅡ 母母 Headline 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔競走除外〕 クールマニワ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。発走

時刻7分遅延。
〔競走中止〕 アスマスティーブ号は，最後の直線コースで，外側に斜行した「ジェイエルブリッジ」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ロイヤルダンス号の騎手伊藤工真は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番・6番）

ジェイエルブリッジ号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和3年1月23日から令和3年
1月31日まで騎乗停止。（被害馬：13番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 クールマニワ号は，令和3年1月10日から令和3年2月8日まで出走停止。停止期間の満了後に発
走調教再審査。

〔その他〕 エコロゴールド号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） 1頭 コタ号
（非抽選馬） 1頭 オブデュモンド号

第１回 中山競馬 第２日



00015 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第3競走 ��1，200�3歳新馬
発走10時55分 （ダート・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
1：08．5
1：08．5

重
重

612 ゲンパチフォルツァ 牡3鹿 56 武藤 雅平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 496 ―1：13．2 4．5�
48 リワードマレンゴ 牡3芦 56 横山 典弘宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456 ―1：13．41� 3．6�
59 ディベルティール 牡3鹿 56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 490 ―1：14．14 4．8�
11 ブルーグリッター 牡3芦 56 木幡 巧也井手 慶祐氏 新開 幸一 日高 スマイルファーム 454 ―1：14．41� 6．7�
815 モ ン チ 牡3栗 56

54 △山田 敬士北所 直人氏 松山 将樹 新ひだか 三石川上牧場 470 ― 〃 クビ 9．0�
611 カ ズ オ 牡3栗 56 横山 和生國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 482 ― 〃 アタマ 13．8	
714 タケショウワンダー 牡3黒鹿 56

55 ☆菅原 明良
ナイト商事 田中 清隆 浦河 天馬杵臼牧場 522 ―1：14．71� 86．9�
713 ペイシャセイント 牡3鹿 56 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 460 ―1：15．01� 57．6�
36 キノトクイーン 牝3青鹿54 大庭 和弥花野 友象氏 高橋 文雅 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 464 ―1：15．42 36．6
35 ハ ン タ ー 牡3青鹿56 田中 勝春道永 幸治氏 藤原 辰雄 新ひだか 田中 春美 440 ―1：15．72 9．0�
510 サンコルテス 牝3鹿 54 武士沢友治 �加藤ステーブル 的場 均 浦河 浦河小林牧場 408 ―1：16．23 124．2�
47 チャットムーン 牡3黒鹿56 原田 和真 
コスモヴューファーム 伊藤 伸一 新ひだか 棚川 光男 450 ―1：16．62� 143．4�
12 ケイツーマナト 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗楠本 勝美氏 深山 雅史 新冠 オリエント牧場 446 ―1：16．7アタマ 263．0�
816 ナムラトルフィン 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 422 ―1：16．91� 100．2�
23 キタノクリスタル 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹北所 直人氏 土田 稔 日高 戸川牧場 402 ―1：17．43 67．2�
24 ブリオローズ 牝3栗 54

51 ▲原 優介 
コスモヴューファーム 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 416 ―1：18．46 200．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，959，600円 複勝： 49，626，800円 枠連： 13，244，700円
馬連： 59，500，800円 馬単： 28，309，500円 ワイド： 50，238，900円
3連複： 82，924，100円 3連単： 88，544，700円 計： 419，349，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 120円 � 120円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 280円 �� 310円 �� 270円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 469596 的中 � 83123（2番人気）
複勝票数 計 496268 的中 � 87122（3番人気）� 114509（1番人気）� 105067（2番人気）
枠連票数 計 132447 的中 （4－6） 17040（3番人気）
馬連票数 計 595008 的中 �� 63676（2番人気）
馬単票数 計 283095 的中 �� 14333（4番人気）
ワイド票数 計 502389 的中 �� 46071（2番人気）�� 40615（3番人気）�� 49044（1番人気）
3連複票数 計 829241 的中 ��� 67484（1番人気）
3連単票数 計 885447 的中 ��� 13356（6番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．2―13．0―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．5―48．5―1：00．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチフォルツァ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ストラヴィンスキー 初出走

2018．4．16生 牡3鹿 母 アイラブリリ 母母 チーキーガールズ 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時00分に変更。
〔その他〕 ブリオローズ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アジリティ号・アルドゥマン号・サンチャタヌーガ号・スポイルド号

00016 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第4競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走11時25分 （ダート・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
1：48．5
1：47．6

重
重

714 ニーズヘッグ 牝4鹿 54 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 森 笹川大晃牧場 488＋121：54．9 3．9�
510 ス ペ ロ デ ア 牝4栗 54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 466± 0 〃 クビ 5．2�
713 ジュールサイクル 牝4青 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 454＋101：55．32� 4．9�
47 ア ヴ ァ ニ イ 牝4栗 54 三浦 皇成 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B508＋ 61：55．51 23．0�
36 ナリノクリスティー 牝4青鹿54 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 454＋10 〃 アタマ 10．2�
23 ネオヴィットーリア 牝7黒鹿55 吉田 豊ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 472＋ 8 〃 クビ 89．5	
11 � ホウオウサマンサ 牝6栗 55

52 ▲原 優介小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B466－ 21：55．6クビ 227．6

48 シ ャ ー レ 牝4鹿 54

53 ☆菅原 明良�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 466＋ 61：56．02� 61．3�
612 ティケイプルメリア 牝4鹿 54 伊藤 工真田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 450＋ 6 〃 クビ 49．0�
12 チェインストーリー 牝4栗 54

52 △山田 敬士吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 524＋181：56．42� 93．5

35 ラ マ ト リ ス 牝4芦 54 内田 博幸吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 542＋ 81：56．5クビ 23．7�

816 ラブロッソー 牝4青鹿54 武士沢友治増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 61：56．92� 66．5�
24 レッドラルジュ 牝4黒鹿54 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 486＋ 6 〃 クビ 3．0�
611 フ ク キ タ ル 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 凌大佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム B498＋221：58．17 247．3�
815 ブライティアランド 牝4芦 54 黛 弘人小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 468＋ 61：58．42 437．5�
59 ルミナスナイト 牝4栗 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド B512＋ 81：58．5アタマ 169．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，187，200円 複勝： 81，645，900円 枠連： 15，877，300円
馬連： 76，393，000円 馬単： 36，695，800円 ワイド： 69，173，200円
3連複： 121，550，600円 3連単： 125，705，200円 計： 582，228，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 150円 � 150円 枠 連（5－7） 540円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 350円 �� 380円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 7，390円

票 数

単勝票数 計 551872 的中 � 111533（2番人気）
複勝票数 計 816459 的中 � 125080（4番人気）� 148759（1番人気）� 144544（2番人気）
枠連票数 計 158773 的中 （5－7） 22622（2番人気）
馬連票数 計 763930 的中 �� 58859（3番人気）
馬単票数 計 366958 的中 �� 14446（5番人気）
ワイド票数 計 691732 的中 �� 50668（1番人気）�� 46365（2番人気）�� 41645（4番人気）
3連複票数 計1215506 的中 ��� 62328（1番人気）
3連単票数 計1257052 的中 ��� 12325（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．7―12．8―13．1―13．2―13．0―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．2―50．0―1：03．1―1：16．3―1：29．3―1：41．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ニーズヘッグ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．11．2 東京8着

2017．3．29生 牝4鹿 母 リ ュ ウ メ イ 母母 ダイコーフリーマン 12戦2勝 賞金 29，700，000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） 1頭 ラブエスポー号
（非抽選馬） 2頭 アナザークイーン号・ジューンバラード号



00017 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第5競走 1，600�3歳新馬
発走12時15分 （芝・右・外）

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
1：30．3
1：30．3

良
良

611 レッジャードロ 牝3栗 54
52 ◇藤田菜七子大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 446 ―1：35．6 3．8�

11 ベルピエース 牡3青鹿56 石橋 脩子安 裕樹氏 田村 康仁 新冠 村上 進治 492 ―1：35．7� 2．7�
23 マイネルダンク 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：36．12� 18．6�
59 インディペンデント 牡3鹿 56 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 466 ―1：36．2� 8．6�
36 ボルゾーバー 牡3鹿 56 原田 和真尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 荻伏三好フ

アーム 466 ― 〃 アタマ 78．7�
35 キタノリューオー 牡3鹿 56

54 △山田 敬士北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 454 ―1：36．3� 36．8	
714 アルマロベイラ 牝3芦 54 横山 和生コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 458 ―1：36．93� 42．6

510 イ ト ザ ク ラ 牝3鹿 54 武士沢友治村上 卓史氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 408 ―1：37．11� 97．1�
48 ヤマニンムジカ 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 474 ―1：37．73� 145．7�
24 ウノランパンテ �3栗 56 草野 太郎堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 新ひだか 斉藤スタッド B510 ―1：37．91 114．9
12 ドクタースキル 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 浦河 有限会社
松田牧場 472 ―1：38．0� 15．4�

47 ジョセイカツヤク 牝3鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 加野牧場 474 ― 〃 同着 12．5�
816 ルージュフェリーク 牝3黒鹿54 横山 典弘 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 クビ 5．2�
713 スズノアリー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 深山 雅史 浦河 高村牧場 452 ―1：38．53 234．5�
612 エラディケイター 牡3鹿 56 内田 博幸加藤 誠氏 田中 剛 浦河 浦河育成牧場 486 ―1：38．92� 31．1�
815 アポロハクジャ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大アポロサラブレッドクラブ 稲垣 幸雄 日高 奥山 博 404 ―1：39．32� 211．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，075，800円 複勝： 58，059，500円 枠連： 14，974，800円
馬連： 66，487，400円 馬単： 29，986，900円 ワイド： 55，362，100円
3連複： 93，827，600円 3連単： 101，820，500円 計： 462，594，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 130円 � 400円 枠 連（1－6） 460円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，120円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 11，530円

票 数

単勝票数 計 420758 的中 � 87603（2番人気）
複勝票数 計 580595 的中 � 102157（2番人気）� 151537（1番人気）� 24975（7番人気）
枠連票数 計 149748 的中 （1－6） 25140（1番人気）
馬連票数 計 664874 的中 �� 81929（1番人気）
馬単票数 計 299869 的中 �� 17832（2番人気）
ワイド票数 計 553621 的中 �� 48961（1番人気）�� 11610（13番人気）�� 21042（7番人気）
3連複票数 計 938276 的中 ��� 20488（9番人気）
3連単票数 計1018205 的中 ��� 6401（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．8―47．8―59．8―1：11．7―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8

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

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

勝馬の
紹 介

レッジャードロ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Bluegrass Cat 初出走

2018．5．7生 牝3栗 母 ブルーグラスチャッター 母母 Chatter Chatter 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31頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）31頭 アイヲシルジパング号・イディオム号・エルピス号・エレガントオーラ号・オメガロマンス号・ガガク号・

キフジンノドレス号・クロスオブドリーム号・ケリアテソーロ号・コネクテッド号・シャークスフィン号・
シュプールロイヤル号・スズアンジー号・タッカーハート号・ターンバック号・チェリーブロード号・
デルマアミダ号・ネオルーナ号・ハートリープ号・フリブール号・ホウオウラフィット号・マリノフォーチュン号・
ミニマリズム号・ミライヘノイブキ号・ミレッシモ号・ラシャトレーン号・リアルヴィジョン号・レラ号・ロレンツォ号・
ロンギングユウタ号・ロードレイライン号

00018 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時45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
1：57．8
1：56．1

良
良

611 エトワールマタン 牝3鹿 54 内田 博幸丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 432－ 22：02．7 24．9�
713 マイネルパリオート 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 452± 02：02．81 34．6�
12 プレミアエンブレム 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 アタマ 1．8�
36 ヒシシュシュ 牝3鹿 54 田辺 裕信阿部 雅英氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 402－ 22：02．9クビ 4．0�
815 タイセイコマンド 牡3鹿 56 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B486± 02：03．01 20．4	
816 アイリッシュムーン 牝3栗 54 三浦 皇成
須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 62：03．1� 15．7�
23 ウインチェレステ 牡3鹿 56 横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 474－ 22：03．2クビ 13．1�
612 シングマイハート 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444± 0 〃 クビ 27．6
48 カナデルマン 牡3青鹿56 勝浦 正樹佐山 元章氏 水野 貴広 新ひだか 三木田牧場 452－102：03．41� 411．6�
510 マイネルマーティン 牡3栗 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 22：03．5クビ 61．3�
59 ミ ュ ラ ッ カ 牡3鹿 56 北村 宏司�G1レーシング 高木 登 安平 追分ファーム 508＋102：03．71� 7．7�
714 レープハフト 牝3鹿 54 丸山 元気山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 466－ 22：03．8クビ 64．3�
47 エンドステージ 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤沢牧場 518＋ 82：04．01� 144．1�
35 ラベンダーテソーロ 牝3鹿 54 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新ひだか 高橋 義浩 430－ 42：04．63� 212．1�
11 ベルニアイニキテ 牝3黒鹿54 木幡 巧也子安 裕樹氏 新開 幸一 新冠 五丸農場 468± 02：05．34 347．8�
24 マイネルホップ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 シンカンファーム 442－ 22：05．93� 441．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，303，400円 複勝： 132，301，700円 枠連： 18，225，000円
馬連： 89，034，200円 馬単： 46，441，800円 ワイド： 86，715，700円
3連複： 139，188，600円 3連単： 185，170，800円 計： 755，381，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 440円 � 580円 � 110円 枠 連（6－7） 7，330円

馬 連 �� 25，540円 馬 単 �� 71，520円

ワ イ ド �� 6，410円 �� 1，240円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 20，340円 3 連 単 ��� 323，490円

票 数

単勝票数 計 583034 的中 � 18684（7番人気）
複勝票数 計1323017 的中 � 46043（7番人気）� 32954（9番人気）� 616585（1番人気）
枠連票数 計 182250 的中 （6－7） 1926（21番人気）
馬連票数 計 890342 的中 �� 2701（43番人気）
馬単票数 計 464418 的中 �� 487（91番人気）
ワイド票数 計 867157 的中 �� 3380（49番人気）�� 18398（11番人気）�� 16766（13番人気）
3連複票数 計1391886 的中 ��� 5130（61番人気）
3連単票数 計1851708 的中 ��� 415（557番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―13．2―12．5―12．9―12．1―12．3―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．6―50．1―1：03．0―1：15．1―1：27．4―1：39．2―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3
1
3
7，13（3，16）15（9，12）（1，11）2（4，10）6（14，8）－5・（7，13）（3，16，15）9（1，12，11）（2，10）（4，6，8）14，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エトワールマタン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．7．19 福島9着

2018．3．23生 牝3鹿 母 ノーブルコロネット 母母 ノーブルステラ 3戦1勝 賞金 6，400，000円
※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 フジツボノミヤ号・マジックビーム号



00019 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：08．5
1：08．5

重
重

816 ライクアジュエリー 牝4鹿 54 横山 和生青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460± 01：12．0 3．6�
59 ミッキーチャイルド 牡6鹿 57

54 ▲小林 脩斗野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム B502± 01：12．63� 4．2�
714 アールランペイジ 牡5鹿 57 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 B506＋ 81：12．7� 8．8�
12 ヒートライトニング 牝4栗 54 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 466＋101：12．91� 16．3�
48 セ グ ー ロ �5青鹿57 横山 武史前田 幸治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 480＋12 〃 ハナ 18．3�
35 ウインアクティーボ 牡4鹿 56 丹内 祐次�ウイン 高木 登 浦河 宮内牧場 496＋ 41：13．0アタマ 13．1	
815� シロイスズメ 牡4芦 56

55 ☆菅原 明良藤本 直弘氏 尾形 和幸 むかわ エイトカラーファー
ムズ株式会社 504＋ 4 〃 クビ 16．3


36 タマモキャペリン 牝5鹿 55 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 472＋101：13．21� 11．1�
611 プレジールドビブル 牡4鹿 56 木幡 初也�GET NEXT 竹内 正洋 新ひだか 山際牧場 B474＋ 6 〃 クビ 6．7�
47 ソイルトゥザソウル 牡6青鹿 57

55 △山田 敬士グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 村田牧場 466＋161：13．41� 126．7
11 � ジャストポケット 牝4鹿 54

51 ▲小林 凌大�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 村下農場 508＋ 11：13．5クビ 45．6�
23 フィリーズラン 牝5鹿 55 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 436－121：13．6� 23．0�
713� アランチオーネ 牝5栗 55 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 430＋18 〃 クビ 174．5�
510 ナイトコマンダー 牡4鹿 56

53 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム 500＋181：13．81� 81．7�
24 チ ャ ン ダ ナ 牝5芦 55

53 ◇藤田菜七子�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 488＋ 21：14．01� 52．0�
612� ホシフルドヒョウ 牡5黒鹿57 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 490＋ 61：14．53 39．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，249，400円 複勝： 74，373，900円 枠連： 17，796，100円
馬連： 83，011，900円 馬単： 32，585，000円 ワイド： 76，463，200円
3連複： 129，644，800円 3連単： 118，768，200円 計： 574，892，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 140円 � 240円 枠 連（5－8） 670円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 380円 �� 770円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 9，990円

票 数

単勝票数 計 422494 的中 � 93085（1番人気）
複勝票数 計 743739 的中 � 136773（2番人気）� 153751（1番人気）� 64446（4番人気）
枠連票数 計 177961 的中 （5－8） 20533（1番人気）
馬連票数 計 830119 的中 �� 75624（1番人気）
馬単票数 計 325850 的中 �� 15821（1番人気）
ワイド票数 計 764632 的中 �� 55676（1番人気）�� 24337（7番人気）�� 28714（5番人気）
3連複票数 計1296448 的中 ��� 36678（2番人気）
3連単票数 計1187682 的中 ��� 8611（5番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―12．6―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライクアジュエリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．3．20 中山9着

2017．3．2生 牝4鹿 母 ローズカットダイヤ 母母 ダイヤモンドジェム 8戦2勝 賞金 15，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アイアムスゴスギル号・デビルスダンサー号・ブルーダイヤカフェ号・ペリトモレノ号

00020 1月9日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3中山1） 第2日 第8競走 ��3，200�

なかやましんしゅん

中山新春ジャンプステークス
発走13時50分 （芝・ダート）

4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：31．0良・良

22 スマートアペックス 牡4青鹿60 中村 将之大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス
マート 482－103：32．9 3．5�

813 マサハヤドリーム �9鹿 61 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 464± 03：34．07 4．6�
46 ケイティクレバー 牡6鹿 62 平沢 健治瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 466＋ 23：34．53 6．2�
712 パリカラノテガミ 牡10鹿 60 大庭 和弥嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 458± 03：34．92 104．5�
610 ザ メ イ ダ ン 牡5黒鹿60 金子 光希大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 496＋ 83：35．0� 44．1�
57 グローブシアター 牡7黒鹿60 高田 潤 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452－ 83：35．42� 5．6	
11 オールマンリバー 牡9黒鹿61 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 508－ 43：35．71� 49．2

711 ト ゥ ル ボ ー 牡5栗 60 小野寺祐太�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 63：35．8� 29．9�
45 ニシノベイオウルフ 牡6黒鹿60 上野 翔西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 518＋ 23：35．9クビ 177．9
814 マイネルパラディ �7芦 60 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 466－ 83：36．43 18．9�
33 	 ブラックワンダー 牡5青鹿60 伴 啓太佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 476＋143：38．6大差 98．1�
69 ナンヨーイザヨイ 牡5黒鹿60 西谷 誠中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480± 03：43．1大差 16．0�
34 
 エンシュラウド �5芦 61 五十嵐雄祐ゴドルフィン 藤沢 和雄 英 Mark Johnston

Racing Ltd 470＋ 6 （競走中止） 5．0�
58 ホウオウカーニバル 牡6鹿 60 江田 勇亮小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 8 （競走中止） 291．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，696，000円 複勝： 55，590，600円 枠連： 16，192，900円
馬連： 78，575，900円 馬単： 34，019，200円 ワイド： 56，816，900円
3連複： 125，573，200円 3連単： 151，711，700円 計： 556，176，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 150円 � 170円 枠 連（2－8） 670円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 300円 �� 430円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 5，780円

票 数

単勝票数 計 376960 的中 � 85168（1番人気）
複勝票数 計 555906 的中 � 120927（1番人気）� 91632（3番人気）� 72526（4番人気）
枠連票数 計 161929 的中 （2－8） 18525（1番人気）
馬連票数 計 785759 的中 �� 76464（1番人気）
馬単票数 計 340192 的中 �� 18305（1番人気）
ワイド票数 計 568169 的中 �� 50134（1番人気）�� 32629（4番人気）�� 34585（3番人気）
3連複票数 計1255732 的中 ��� 63619（2番人気）
3連単票数 計1517117 的中 ��� 19010（4番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．6－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→	」
�
�
3，12（14，13）2－6，7－（1，5）－10－11＝9
12，2，3（13，6）－（1，14，7）10－（5，11）＝9

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

勝馬の
紹 介

スマートアペックス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．7．14 中京2着

2017．2．24生 牡4青鹿 母 スマートムービー 母母 ラグジャリー 障害：8戦3勝 賞金 55，978，000円
〔競走中止〕 ホウオウカーニバル号は，1周目5号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

エンシュラウド号は，2周目1号障害〔水ごう〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ザメイダン号の騎手金子光希は，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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アイファーアクター号
（非抽選馬） 6頭 カポラヴォーロ号・ビーハグ号・プレシャスタイム号・ホシルミエール号・マイネルヴァッサー号・

マイネルオフィール号



00021 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第9競走 ��1，800�
く ろ ち く

黒 竹 賞
発走14時25分 （ダート・右）

3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

33 ティアップリオン 牡3芦 56 内田 博幸田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 474＋ 81：54．3 30．9�
56 ディールクルム 牡3栗 56 三浦 皇成�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム 506＋ 2 〃 クビ 3．6�
22 メイショウムラクモ 牡3鹿 56 江田 照男松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 484－ 41：54．61� 6．2�
57 ショウリノカンパイ 牝3鹿 54 田中 勝春平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 478± 01：54．7� 33．6�
44 ピースマッチング 牡3芦 56 C．ルメール �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム B462＋ 21：54．8� 3．0	
45 シンヨモギネス 牡3鹿 56 石橋 脩岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476＋ 61：55．22� 31．3

710 カフェプリンセス 牝3鹿 54 田辺 裕信西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 472－ 21：56．05 20．1�
69 レオカクテル 牡3栗 56 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 482＋ 2 〃 クビ 155．0�
711 ビーカレイジャス 牡3栗 56 武藤 雅藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 514－101：56．2� 6．9
812 グローエルディング 牡3芦 56 木幡 巧也伊藤 正樹氏 尾形 和幸 浦河 宮内牧場 502＋121：57．15 183．9�
68 ゴーストレート 牡3青鹿56 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 496＋ 61：57．31� 53．7�
813 ラフストリーム 牡3鹿 56 大野 拓弥牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 532± 0 〃 クビ 8．3�
11 ルーパステソーロ 牡3芦 56 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 542＋ 81：57．93� 20．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 86，762，100円 複勝： 127，645，700円 枠連： 25，368，800円
馬連： 156，650，400円 馬単： 67，152，100円 ワイド： 123，255，000円
3連複： 233，860，700円 3連単： 275，906，500円 計： 1，096，601，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，090円 複 勝 � 470円 � 140円 � 170円 枠 連（3－5） 3，110円

馬 連 �� 4，530円 馬 単 �� 14，540円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，390円 �� 380円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 45，540円

票 数

単勝票数 計 867621 的中 � 22453（8番人気）
複勝票数 計1276457 的中 � 49277（8番人気）� 294241（1番人気）� 200755（3番人気）
枠連票数 計 253688 的中 （3－5） 6306（11番人気）
馬連票数 計1566504 的中 �� 26758（18番人気）
馬単票数 計 671521 的中 �� 3463（49番人気）
ワイド票数 計1232550 的中 �� 24102（15番人気）�� 21524（18番人気）�� 91684（2番人気）
3連複票数 計2338607 的中 ��� 34309（15番人気）
3連単票数 計2759065 的中 ��� 4392（152番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．4―13．2―12．8―12．7―13．0―12．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．4―49．6―1：02．4―1：15．1―1：28．1―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ティアップリオン �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．9．13 中山1着

2018．3．16生 牡3芦 母 ティアップレーヴ 母母 アドマイヤバレー 3戦2勝 賞金 17，415，000円

00022 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第10競走 ��
��1，200�

はつはる

初春ステークス
発走15時00分 （ダート・右）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

816 ア ポ ロ ビ ビ 牡5栗 57 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 470－ 21：11．4 2．7�
35 コカボムクイーン 牝6黒鹿55 三浦 皇成三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 492＋ 61：11．61� 12．4�
12 スピリットワンベル 牡6鹿 57 野中悠太郎鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 536＋ 4 〃 アタマ 20．5�
612 ジョーフォレスト 牡4栗 56 北村 宏司上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 498＋ 21：11．8	 16．0�
611 ゴッドバンブルビー 牝5栗 55 横山 和生中西 憲治氏 飯田 祐史 新冠 森永 聡 462＋ 41：11．9
 19．6�
510 イ メ ル 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 494＋12 〃 ハナ 5．2	
714 ニシノコトダマ 牡5栗 57 田辺 裕信西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 544－ 41：12．01 15．2

11 ツウカイウイング 牡6鹿 57 横山 典弘木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 472＋ 21：12．1
 55．6�
48 サンマルベスト 牡5栗 57 勝浦 正樹相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 484＋ 41：12．2クビ 54．1�
23 ケ プ ラ ー 牡5鹿 57 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 498－ 61：12．41� 78．6
59 アヴォンリー 牝5栗 55 C．ルメール 田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 486－ 2 〃 アタマ 5．8�
24 � フォルツァエフ 牡6鹿 57 丸山 元気大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 484－ 41：12．5
 23．5�
815 ロイヤルパールス 牡6鹿 57 的場 勇人ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B532－ 21：12．6
 373．4�
47 キタノオドリコ 牝5鹿 55 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 496－ 8 〃 ハナ 82．2�
713 ペイシャネガノ 牝5栗 55 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 452－181：13．55 92．9�
36 グ ラ ナ リ ー 牝4栗 54 横山 武史 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 524＋ 8 〃 ハナ 10．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 93，138，000円 複勝： 138，701，200円 枠連： 46，190，300円
馬連： 196，267，900円 馬単： 78，004，400円 ワイド： 152，840，700円
3連複： 309，585，700円 3連単： 329，024，800円 計： 1，343，753，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 410円 � 670円 枠 連（3－8） 710円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，430円 �� 4，970円

3 連 複 ��� 16，240円 3 連 単 ��� 60，170円

票 数

単勝票数 計 931380 的中 � 273444（1番人気）
複勝票数 計1387012 的中 � 428029（1番人気）� 68380（8番人気）� 38107（9番人気）
枠連票数 計 461903 的中 （3－8） 50353（2番人気）
馬連票数 計1962679 的中 �� 81162（7番人気）
馬単票数 計 780044 的中 �� 21932（8番人気）
ワイド票数 計1528407 的中 �� 57033（7番人気）�� 27336（14番人気）�� 7579（45番人気）
3連複票数 計3095857 的中 ��� 14290（46番人気）
3連単票数 計3290248 的中 ��� 3964（179番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．7―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ポ ロ ビ ビ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．9．23 中山1着

2016．3．30生 牡5栗 母 ウインドクラスト 母母 ウィンドサイレンス 13戦4勝 賞金 67，846，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アイオライト号・アスタースウィング号・アールロッソ号・コウソクスピード号・コンセッションズ号・

シアーライン号・スナークスター号・タガノプレトリア号・ニシノホライゾン号・ハルサカエ号・
フィールザファラオ号・メイショウテンセイ号・メイショウハナモリ号・ラスティユース号・ルガールカルム号



00023 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第11競走 ��
��1，600�ニューイヤーステークス（Ｌ）

発走15時35分 （芝・右・外）
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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

714 ミッキーブリランテ 牡5鹿 56 内田 博幸野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 41：33．2 91．1�
23 ア ル ー シ ャ 牝6芦 57 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466＋14 〃 ハナ 5．6�
713 ミラアイトーン 牡7青鹿57 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 560＋ 6 〃 クビ 9．7�
816 サトノウィザード 牡5鹿 56 	島 良太 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 B490± 01：33．41 9．8	
612 クラヴァシュドール 牝4青鹿53 M．デムーロ�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 456－ 4 〃 クビ 5．0

11 インターミッション 牝4黒鹿53 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 414＋ 41：33．5
 8．2�
611 ビッククインバイオ 牝4栗 53 戸崎 圭太バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 ハナ 12．1�
36 ロフティフレーズ 牝6黒鹿54 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 476＋ 4 〃 クビ 10．3
510 テーオービクトリー 牝7鹿 54 大野 拓弥小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 478－ 21：33．6
 33．6�
24 セ ラ ピ ア 牝5芦 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 498＋ 61：33．81 7．1�
815 グランドロワ 牡7栗 56 和田 翼田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B500＋ 21：33．9� 74．8�
48 トーセンブレス 牝6黒鹿54 横山 武史島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474± 01：34．0
 24．5�
35 メイショウオーパス 牡6黒鹿56 横山 典弘松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 516－ 21：34．1� 15．3�
12 ショウナンライズ 牡8栗 57 北村 宏司国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 480＋ 21：34．2� 230．3�
47 メイショウケイメイ 牝5鹿 54 菊沢 一樹松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 420－141：34．41 276．3�
59 レッドヴェイロン 牡6鹿 56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494－ 21：34．5
 16．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 159，430，700円 複勝： 244，556，500円 枠連： 92，254，200円
馬連： 488，303，400円 馬単： 152，027，800円 ワイド： 325，454，300円
3連複： 803，588，900円 3連単： 814，140，400円 計： 3，079，756，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，110円 複 勝 � 1，960円 � 240円 � 340円 枠 連（2－7） 1，670円

馬 連 �� 40，740円 馬 単 �� 101，890円

ワ イ ド �� 9，160円 �� 9，330円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 104，070円 3 連 単 ��� 1，266，630円

票 数

単勝票数 計1594307 的中 � 13994（14番人気）
複勝票数 計2445565 的中 � 26982（14番人気）� 314178（2番人気）� 195441（7番人気）
枠連票数 計 922542 的中 （2－7） 42676（8番人気）
馬連票数 計4883034 的中 �� 9289（76番人気）
馬単票数 計1520278 的中 �� 1119（161番人気）
ワイド票数 計3254543 的中 �� 9031（71番人気）�� 8871（72番人気）�� 58575（24番人気）
3連複票数 計8035889 的中 ��� 5791（240番人気）
3連単票数 計8141404 的中 ��� 466（1841番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．2―46．7―58．4―1：10．2―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーブリランテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Dansili デビュー 2018．11．25 京都2着

2016．2．9生 牡5鹿 母 エピックラヴ 母母 Leopard Hunt 20戦5勝 賞金 114，656，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 サクセッション号・シャイニービーム号・ソッサスブレイ号・マイネルフラップ号

00024 1月9日 晴 良 （3中山1） 第2日 第12競走 ��
��2，200�4歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・右・外）
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
2：10．1
2：09．7

良
良

56 エフェクトオン 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 450＋ 62：15．2 6．5�
11 ク ロ ス セ ル 牝4鹿 54 横山 武史�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 534＋102：15．3� 3．4�
22 ルヴェルソー 牝4黒鹿54 石橋 脩 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 448＋ 22：15．4� 18．0�
57 モ ク レ レ 	7黒鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 516＋ 42：15．5クビ 6．2�
45 モ イ 牝5黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹 Him Rock Racing
ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 388－ 4 〃 クビ 135．8	

33 
 バイキングクラップ 牡5鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 516± 0 〃 アタマ 8．5

710 デュアライズ 牡5黒鹿57 内田 博幸高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム B456＋ 22：15．6クビ 10．9�
69 エフティイーリス 牝5黒鹿55 伊藤 工真吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：15．7� 31．3�
812 アルディエンテ 牡4青 56 横山 典弘�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 492＋ 6 〃 ハナ 3．2
711 ホクセンジョウオー 牝6黒鹿55 大野 拓弥大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 486－ 42：15．91� 150．7�
813
 シャドウアロング 	5鹿 57 津村 明秀飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム 462＋ 22：16．85 47．0�
68 ホウオウエーデル 牡5鹿 57 石川裕紀人小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B490＋102：17．11� 248．4�

（12頭）
44 ミルトプレスト 牡7鹿 57 江田 照男永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 502± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 98，540，400円 複勝： 141，340，900円 枠連： 34，279，500円
馬連： 190，236，400円 馬単： 75，459，500円 ワイド： 133，570，000円
3連複： 258，861，400円 3連単： 346，543，100円 計： 1，278，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 160円 � 380円 枠 連（1－5） 640円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，270円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 21，140円

票 数

単勝票数 差引計 985404（返還計 5306） 的中 � 120163（4番人気）
複勝票数 差引計1413409（返還計 7657） 的中 � 207423（4番人気）� 266163（2番人気）� 75920（7番人気）
枠連票数 差引計 342795（返還計 262） 的中 （1－5） 41297（2番人気）
馬連票数 差引計1902364（返還計 23874） 的中 �� 157752（2番人気）
馬単票数 差引計 754595（返還計 10522） 的中 �� 23899（7番人気）
ワイド票数 差引計1335700（返還計 23771） 的中 �� 90036（3番人気）�� 25412（18番人気）�� 43306（12番人気）
3連複票数 差引計2588614（返還計 69528） 的中 ��� 55733（14番人気）
3連単票数 差引計3465431（返還計 88122） 的中 ��� 11883（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―24．2―37．0―49．8―1：02．8―1：15．4―1：28．0―1：40．2―1：52．0―2：03．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エフェクトオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kalatos デビュー 2018．11．25 東京9着

2016．4．9生 牡5黒鹿 母 オヴァンボクイーン 母母 Oxalaguna 14戦3勝 賞金 57，348，000円
〔競走除外〕 ミルトプレスト号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。



（3中山1）第2日 1月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 181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

234，240，000円
8，210，000円
26，070，000円
1，870，000円
27，190，000円
76，807，000円
5，776，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
806，319，800円
1，260，950，200円
321，030，400円
1，641，371，000円
646，890，600円
1，273，941，600円
2，539，605，700円
2，773，963，700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
計 11，264，073，000円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回中山競馬第2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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