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00025 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3日 第1競走 ��1，200�3歳未勝利
発走9時55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
1：08．5
1：08．5

重
重

48 チュイション 牡3栗 56 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B480＋ 61：13．3 3．6�

714 フクノルッカ 牝3鹿 54
53 ☆斎藤 新福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 432－ 21：13．41 3．9�
713 エバーサニーハート 牡3黒鹿56 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 492－ 61：13．5クビ 4．0�
612 ホープケツァール 牝3栗 54 丸田 恭介 �愛馬レーシングクラブ 奥村 武 新ひだか 矢野牧場 460－ 41：13．71� 21．8�
47 ヴィオマージュ 牡3鹿 56 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 41：14．02 12．2�
816 メジャーアゲン 牝3栗 54 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 452－ 61：14．2� 79．0	
510 ニシノカシン 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 大柳ファーム 488＋ 41：14．3� 16．8

59 アウトレイジング 牡3青鹿56 丹内 祐次三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 420＋ 21：14．51� 38．8�
36 ネ オ イ リ ス 牝3栗 54 横山 武史太田 勝久氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 430－10 〃 クビ 41．0�
24 ノアファンタジー 牝3鹿 54 江田 照男佐山 公男氏 大江原 哲 新ひだか 原口牧場 468＋ 81：14．6アタマ 9．6
23 エガオガキュート 牝3黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 460＋ 81：14．7� 98．1�
611 フェスティヴグッド 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹臼井義太郎氏 本間 忍 日高 アイズスタッド株式会社 504± 01：14．91� 18．7�
12 マ ル シ ャ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 476＋ 81：15．0� 142．6�
815 ロックンハニー 牝3鹿 54 草野 太郎 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 428＋ 81：15．42 264．8�
11 カラーオブウィンド 牡3栗 56 嶋田 純次平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B498＋ 61：15．61� 82．5�
35 マイネルアミスター 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 丸村村下
ファーム 488＋ 21：16．45 30．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，866，400円 複勝： 73，421，600円 枠連： 20，366，500円
馬連： 83，882，400円 馬単： 35，499，200円 ワイド： 77，419，600円
3連複： 150，995，500円 3連単： 137，331，300円 計： 616，782，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 120円 � 120円 枠 連（4－7） 270円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 260円 �� 270円 �� 260円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 3，240円

票 数

単勝票数 計 378664 的中 � 83052（1番人気）
複勝票数 計 734216 的中 � 156435（1番人気）� 148460（3番人気）� 156352（2番人気）
枠連票数 計 203665 的中 （4－7） 57259（1番人気）
馬連票数 計 838824 的中 �� 108627（1番人気）
馬単票数 計 354992 的中 �� 22416（1番人気）
ワイド票数 計 774196 的中 �� 75237（1番人気）�� 73067（3番人気）�� 74678（2番人気）
3連複票数 計1509955 的中 ��� 165826（1番人気）
3連単票数 計1373313 的中 ��� 30686（1番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．6―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．4―47．0―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．9
3 ・（5，7）（11，12）9（4，8）（6，14）3－16，13（2，10）－（1，15） 4 ・（5，7）（9，11，12）8（4，6，14）3（16，13）（2，10）－15－1

勝馬の
紹 介

チュイション �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 パ イ ロ デビュー 2020．8．29 札幌6着

2018．2．20生 牡3栗 母 スモーダリング 母母 アクアリスト 4戦1勝 賞金 7，170，000円
〔制裁〕 ロックンハニー号の騎手草野太郎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ヴァルプルギス号・クロヌサンファン号・ニンジャゴー号・ハイパーミラクル号・ペルセウステソーロ号・

ミュークルークス号

00026 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時25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
1：48．5
1：47．6

重
重

23 フローズンカクテル 牝3栗 54 吉田 豊吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 446－ 61：57．9 4．3�
12 エアーレジーナ 牝3鹿 54 武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 61：58．11� 23．1�
815 デルマフゲン 牝3栗 54 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B462± 01：58．73� 20．1�
714 レディヴィクトリア 牝3青 54 北村 宏司谷口 祐人氏 勢司 和浩 浦河 松田 憲一 434＋ 41：58．8� 2．5�
48 ロジディープ 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 秋田牧場 448－ 21：59．11� 8．5�
713 タ カ チ ホ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介高橋 文男氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 474＋ 81：59．42 111．4�
611 ロイヤルパフューム 牝3芦 54 石川裕紀人 	サンデーレーシング 青木 孝文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：59．6� 60．1

59 クアドリフォリオ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ B494－ 41：59．81� 25．0�

47 ペイシャレン 牝3栗 54
51 ▲小林 脩斗北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 452＋ 6 〃 ハナ 32．3

612 ブライダルクイーン 牝3芦 54 横山 武史 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 460＋ 22：00．01� 33．2�
816 チェリーベルツ 牝3黒鹿 54

53 ☆菅原 明良米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 白瀬 盛雄 442－ 82：00．32 274．2�
36 ディヴァインギフト 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士岡田 牧雄氏 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 448－ 62：00．5� 100．9�
11 ディスバッドマム 牝3栗 54

53 ☆斎藤 新�ジェイアール 田村 康仁 浦河 桑田フアーム 438± 0 〃 アタマ 22．3�
35 スパラキシス 牝3黒鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋ 42：01．03 4．5�
510 ヴェイルオブナイト 牝3青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 426－102：01．95 222．2�
24 ルージュシャルマン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 B462＋ 42：02．11� 126．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，388，800円 複勝： 66，569，800円 枠連： 13，973，300円
馬連： 74，303，400円 馬単： 31，884，800円 ワイド： 66，486，000円
3連複： 111，454，300円 3連単： 116，678，700円 計： 525，739，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 250円 � 630円 � 380円 枠 連（1－2） 2，430円

馬 連 �� 5，450円 馬 単 �� 9，860円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 1，920円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 28，810円 3 連 単 ��� 128，360円

票 数

単勝票数 計 443888 的中 � 80709（2番人気）
複勝票数 計 665698 的中 � 77290（3番人気）� 25101（8番人気）� 44816（5番人気）
枠連票数 計 139733 的中 （1－2） 4444（11番人気）
馬連票数 計 743034 的中 �� 10558（18番人気）
馬単票数 計 318848 的中 �� 2424（31番人気）
ワイド票数 計 664860 的中 �� 10368（16番人気）�� 8971（22番人気）�� 4471（36番人気）
3連複票数 計1114543 的中 ��� 2901（75番人気）
3連単票数 計1166787 的中 ��� 659（347番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．2―13．4―13．0―13．1―13．2―13．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．3―51．7―1：04．7―1：17．8―1：31．0―1：44．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．1
1
3
・（5，9）（3，12，15）（4，13）6（1，14）2（7，16）10，11，8・（5，9）（3，15）14（12，2）（4，13，16）7（1，6，8）11－10

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

勝馬の
紹 介

フローズンカクテル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．10．10 東京9着

2018．3．2生 牝3栗 母 オメガハートロック 母母 オメガアイランド 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 フローズンカクテル号の騎手吉田豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15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。
（非当選馬） 1頭 スクリーンマドンナ号

第１回 中山競馬 第３日



00027 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3日 第3競走 1，800�3歳未勝利
発走10時55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

47 ダノンブレット 牡3栗 56 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 508－ 21：57．3 1．6�
714 トーセンエディ 牡3黒鹿56 横山 和生島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 554＋ 61：57．4� 6．7�
611 サノノヒーロー 牡3青 56 津村 明秀佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 480± 01：57．93 7．5�
12 カ キ エ モ ン 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 450＋ 2 〃 クビ 52．5	
35 アレデラヴァン �3鹿 56

55 ☆菅原 明良塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 514＋ 41：58．32� 59．0

816 ラ ン ス ル ー 牡3栗 56 武藤 雅前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 546＋28 〃 ハナ 232．8�
59 シバノトロフェオ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太柴 一男氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 490－ 2 〃 ハナ 6．0�
24 モンサンレックス 牡3栗 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B490＋ 41：58．51� 24．9
510 ア ン シ ャ セ 牡3黒鹿56 大野 拓弥島川 利子氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 530－ 21：58．81� 58．8�
23 フ レ ー ゲ ル 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 石田牧場 486＋ 41：58．9� 32．8�
11 プレイイットラウド 牡3栃栗 56

53 ▲小林 脩斗ライオンレースホース� 奥平 雅士 浦河 田中スタッド 452＋141：59．11� 141．4�
815 メイレンシュタイン 牡3栗 56 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 2 〃 ハナ 82．0�
48 ゴヨウマツミッチー 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹茂木 道和氏 蛯名 利弘 新冠 川島牧場 446＋ 81：59．2クビ 231．1�
612 ハンデンキング 牡3黒鹿56 岩部 純二坂田 行夫氏 南田美知雄 新ひだか 城地牧場 504－ 61：59．41� 59．6�
36 タクミチョウサン 牡3栗 56 江田 照男�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 530－141：59．92� 180．4�
713 チェリーオリオン 牡3栗 56

53 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 522＋442：00．22 101．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，740，400円 複勝： 110，895，100円 枠連： 13，999，700円
馬連： 76，641，300円 馬単： 42，690，000円 ワイド： 73，060，100円
3連複： 124，101，300円 3連単： 177，821，200円 計： 669，949，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（4－7） 530円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 270円 �� 220円 �� 580円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，770円

票 数

単勝票数 計 507404 的中 � 252002（1番人気）
複勝票数 計1108951 的中 � 633193（1番人気）� 91775（4番人気）� 100321（3番人気）
枠連票数 計 139997 的中 （4－7） 20271（3番人気）
馬連票数 計 766413 的中 �� 102346（3番人気）
馬単票数 計 426900 的中 �� 42184（3番人気）
ワイド票数 計 730601 的中 �� 70538（3番人気）�� 93700（2番人気）�� 27587（7番人気）
3連複票数 計1241013 的中 ��� 95052（3番人気）
3連単票数 計1778212 的中 ��� 46419（6番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―13．0―13．4―13．1―13．3―12．9―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―37．6―51．0―1：04．1―1：17．4―1：30．3―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F39．9
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンブレット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．11．23 東京12着

2018．2．23生 牡3栗 母 ダイワズーム 母母 フォルナリーナ 3戦1勝 賞金 7，100，000円
※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） 1頭 ニシノフレデリカ号
（非抽選馬） 4頭 スマートリン号・ソーラーストーム号・プレカーリー号・マイネルオラトリオ号

00028 1月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3中山1） 第3日 第4競走 ��2，880�障害4歳以上未勝利

発走11時25分 （芝・ダート）

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3：10．2良・良

33 キングテセウス 牡5栗 60 草野 太郎保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 522＋ 63：12．5 43．9�
812 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＋ 23：13．35 1．8�
79 � ウエスタンマリーヤ 牝6鹿 58 大庭 和弥西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 490＋ 43：14．57 17．8�
68 ダイワスキャンプ �9鹿 60 金子 光希大城 正一氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 83：14．71� 22．8�
55 � キタノテイオウ 牡6黒鹿60 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 470＋103：14．8クビ 2．9�
44 ブルーガーディアン 牡9黒鹿60 伴 啓太 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 500－ 23：14．9	 41．5	
710 イーグルフェザー �8鹿 60 小野寺祐太 
社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 482± 03：15．64 13．4�
56 アバオアクー �9鹿 60 平沢 健治外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 506－ 83：16．13 10．8�
11 � オノーレペスカ 牝5青 58 鈴木 慶太三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 428－ 63：16．2クビ 93．0
811 シオンコタン 牝5鹿 58 高野 和馬村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム B456＋103：16．3	 324．7�
22 � クリノヒビキ �6栗 60 蓑島 靖典栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 バンブー牧場 504＋ 83：18．2大差 82．5�
67 ルクスムンディー 牡6鹿 60 森 一馬前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 522＋ 43：20．4大差 30．8�
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売 得 金
単勝： 29，350，400円 複勝： 47，095，900円 枠連： 12，894，200円
馬連： 47，614，900円 馬単： 28，920，700円 ワイド： 39，837，100円
3連複： 82，681，800円 3連単： 132，056，000円 計： 420，451，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，390円 複 勝 � 590円 � 110円 � 370円 枠 連（3－8） 3，530円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 11，580円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 4，890円 �� 760円

3 連 複 ��� 14，240円 3 連 単 ��� 128，850円

票 数

単勝票数 計 293504 的中 � 5341（9番人気）
複勝票数 計 470959 的中 � 11694（9番人気）� 215498（1番人気）� 19999（6番人気）
枠連票数 計 128942 的中 （3－8） 2825（9番人気）
馬連票数 計 476149 的中 �� 11890（10番人気）
馬単票数 計 289207 的中 �� 1873（29番人気）
ワイド票数 計 398371 的中 �� 7643（15番人気）�� 2009（38番人気）�� 14029（7番人気）
3連複票数 計 826818 的中 ��� 4353（41番人気）
3連単票数 計1320560 的中 ��� 743（267番人気）
上り 1マイル 1：50．0 4F 53．6－3F 40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→�→�→�」
1
�
9＝3＝12（10，11，5）－1－8，4＝7－2，6
9－3＝12（10，5）4－11－8＝1＝6－2＝7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングテセウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．4 東京3着

2016．3．18生 牡5栗 母 グローリアスデイズ 母母 グレースアドマイヤ 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 アバオアクー号の騎手五十嵐雄祐は，第2日第8競走での落馬負傷のため平沢健治に変更。
〔発走状況〕 ダイシンクローバー号は，枠入り不良。



00029 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3日 第5競走 ��2，200�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・右・外）

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
2：10．1
2：09．7

良
良

11 グローリアスサルム 牝3青鹿54 吉田 豊日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大
作ステーブル 448＋ 62：16．9 28．2�

24 ソーヴァリアント 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 504＋102：17．0クビ 1．7�
48 ジ ル ブ ラ ス 牡3栗 56 大野 拓弥�G1レーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 500± 02：17．21� 6．9�
12 コーヒーソフト 牝3青鹿54 三浦 皇成保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 430＋142：17．94 18．8�
815 アオイラブリー 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 市川フアーム 436－ 2 〃 ハナ 262．9	
611 ホウオウハイエスト 牝3栗 54 北村 宏司小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 518－ 2 〃 ハナ 18．8

59 コスモオニアシゲ 牡3芦 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 62：18．11� 21．7�
714 ダノンマヴロス 牡3鹿 56 横山 和生�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム 460＋ 8 〃 クビ 58．1�
612 ノワールドゥジェ 牝3青 54 横山 武史 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 476－ 22：18．63 3．8
510 ボ ラ ヘ 牝3芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 新開 幸一 浦河 ミルファーム 424－ 62：18．7クビ 100．7�
36 ゲ ッ ト オ ン 牡3青鹿 56

53 ▲秋山 稔樹�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 木田 晶範 462＋ 22：18．81 251．0�
35 レイワフリューゲル 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介 KRジャパン 小手川 準 新冠 村上 欽哉 450＋ 62：18．9クビ 300．1�
713 ゴールドブリーズ 牡3鹿 56

55 ☆斎藤 新居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 488＋ 4 〃 クビ 48．7�
816 マナフォルトゥーナ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 2 〃 アタマ 363．4�
23 コスモマイディア 牡3黒鹿56 武藤 雅岡田 繁幸氏 武藤 善則 浦河 大北牧場 488＋ 42：19．32� 67．1�
47 マ イ バ ウ ム 牡3黒鹿56 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 444± 02：19．5� 169．8�
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売 得 金
単勝： 53，388，700円 複勝： 154，603，300円 枠連： 18，536，700円
馬連： 88，645，200円 馬単： 50，108，900円 ワイド： 84，017，200円
3連複： 138，353，200円 3連単： 220，811，900円 計： 808，465，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 350円 � 110円 � 180円 枠 連（1－2） 600円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，260円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 30，600円

票 数

単勝票数 計 533887 的中 � 15133（7番人気）
複勝票数 計1546033 的中 � 37714（7番人気）� 1016593（1番人気）� 102320（3番人気）
枠連票数 計 185367 的中 （1－2） 23600（3番人気）
馬連票数 計 886452 的中 �� 42737（7番人気）
馬単票数 計 501089 的中 �� 5584（18番人気）
ワイド票数 計 840172 的中 �� 38575（4番人気）�� 15307（15番人気）�� 82678（2番人気）
3連複票数 計1383532 的中 ��� 51329（7番人気）
3連単票数 計2208119 的中 ��� 5230（79番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―13．7―12．9―13．2―12．7―12．0―12．4―12．0―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．5―24．4―38．1―51．0―1：04．2―1：16．9―1：28．9―1：41．3―1：53．3―2：04．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6
1
3
13，14，6（12，16，15）8（7，11）2，10（1，3）5（9，4）
13，14（6，8）（16，15）12（2，11）4（7，1，10，5）9，3

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

勝馬の
紹 介

グローリアスサルム �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2020．12．13 中山5着

2018．4．28生 牝3青鹿 母 グローリアスレイ 母母 メジロトンキニーズ 2戦1勝 賞金 5，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オリオンテソーロ号・ショウナンラッキー号
（非抽選馬） 6頭 カズノオジョウ号・タスマンハイウェイ号・テンサウザンドケイ号・ネイチャーシップ号・ノアスマッシュ号・

リチェルカ号

00030 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3日 第6競走 ��2，000�3歳新馬
発走12時45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
1：57．8
1：56．1

良
良

816 タイセイドリーマー 牡3栗 56 北村 宏司田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 486 ―2：04．8 5．9�
714� ヒアーズトゥライフ 牡3鹿 56 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 英 Shadai Farm 480 ― 〃 アタマ 4．3�
612 アスクヒーロー 牡3鹿 56 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 490 ―2：05．33 2．3�
24 パソロブレス 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �グリーンファーム杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 504 ―2：05．51� 9．7�
815 ダリアテソーロ 牝3芦 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 幌村牧場 452 ―2：05．71� 15．8�
11 アダムスマイリー 牡3黒鹿56 木幡 巧也廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 444 ―2：06．12� 25．5	
47 ラインスプラッシュ 牡3黒鹿56 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ―2：06．73� 8．0

35 ナリノヴィエンヌ 牡3鹿 56 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 534 ―2：06．91� 55．5�
510 トミケンフルミネ 牡3黒鹿56 内田 博幸冨樫 賢二氏 蛯名 利弘 日高 日高大洋牧場 470 ―2：07．0� 66．4�
59 シングンジョーイ 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 450 ―2：07．1� 82．2
12 デルマセンジュ 牝3鹿 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 438 ―2：07．52 174．6�
48 スマイルチェンジ 牝3鹿 54 石橋 脩石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 466 ―2：08．13� 94．7�
611 ア プ ル ヴ ァ 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 504 ―2：09．16 208．7�

713 ショウナンカモーン 牝3青鹿 54
53 ☆斎藤 新国本 哲秀氏 稲垣 幸雄 登別 青藍牧場 448 ―2：10．16 93．5�

36 オサキニゴブレイ 牝3青鹿54 石川裕紀人野崎 宗信氏 青木 孝文 新ひだか 高橋 修 464 ―2：10．2� 92．5�
23 ダイユウアクアリオ 牝3鹿 54 吉田 豊大友 靖岐氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 470 ― （競走中止） 113．9�
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売 得 金
単勝： 54，720，000円 複勝： 55，557，900円 枠連： 16，630，400円
馬連： 71，651，300円 馬単： 34，289，100円 ワイド： 58，457，800円
3連複： 97，766，600円 3連単： 118，460，900円 計： 507，534，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 140円 � 110円 枠 連（7－8） 640円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 390円 �� 300円 �� 210円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 5，750円

票 数

単勝票数 計 547200 的中 � 73861（3番人気）
複勝票数 計 555579 的中 � 70830（3番人気）� 99222（2番人気）� 157062（1番人気）
枠連票数 計 166304 的中 （7－8） 20036（3番人気）
馬連票数 計 716513 的中 �� 52021（3番人気）
馬単票数 計 342891 的中 �� 11146（8番人気）
ワイド票数 計 584578 的中 �� 34149（4番人気）�� 49085（2番人気）�� 77221（1番人気）
3連複票数 計 977666 的中 ��� 95257（1番人気）
3連単票数 計1184609 的中 ��� 14933（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．5―13．0―13．3―12．7―12．6―12．0―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―38．1―51．1―1：04．4―1：17．1―1：29．7―1：41．7―1：52．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドリーマー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Tale of the Cat 初出走

2018．3．18生 牡3栗 母 ドリームライター 母母 Rebridled Dreams 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 ダイユウアクアリオ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため1コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ヒアーズトゥライフ号の騎手横山典弘は，3コーナー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）
※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 インフォーマント号・グランオフィシエ号・コスモザウル号



00031 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3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

713 ハルワタート 牝5黒鹿 55
54 ☆斎藤 新�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482－ 61：12．5 31．4�

815 ダイシンウィット 牡4栗 56 三浦 皇成大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B518＋18 〃 クビ 7．2�
36 バットオールソー 牡6栗 57 横山 和生久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋101：12．6� 35．7�
48 � ヴァンデリオン 牡4栗 56 M．デムーロ村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 476＋ 21：12．7� 4．0�
612� ジッピーレーサー �4鹿 56 武藤 雅岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 470＋ 21：12．8	 2．4�
23 ドゥモワゼル 牝7鹿 55

52 ▲秋山 稔樹小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 476± 01：13．01
 77．0	
611 ネオレインボウ �5鹿 57

54 ▲小林 凌大西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 492± 01：13．1� 9．8

714 セイラブミー 牝4黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 474＋ 81：13．2� 141．3�
510� ブルベアカイリ 牡4栗 56

54 △山田 敬士�磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 502－181：13．3クビ 210．4
59 ナムラアイアイサー 牡5栗 57 木幡 初也奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 492＋ 2 〃 ハナ 30．2�
816 アイメイドイット 牝5栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 4 〃 ハナ 172．4�
47 ニルカンタテソーロ 牡4栗 56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 小手川 準 浦河 桑田牧場 460＋201：13．4� 13．4�
24 � ワールドイズマイン 牝5鹿 55

53 ◇藤田菜七子�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-
bles, LLC 464＋ 81：13．61
 8．3�

11 デルマガーネット 牝4黒鹿 54
53 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 466＋181：13．91	 100．9�

12 � ア ニ マ ー ダ 牡4青鹿 56
53 ▲原 優介庄司 紫紀氏 星野 忍 新ひだか ヒサイファーム 510＋341：14．21� 105．2�

35 ワ ン チ ー ム 牡4栗 56 内田 博幸鈴木 伸昭氏 浅野洋一郎 厚真 阿部 栄乃進 502＋341：14．84 64．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，571，400円 複勝： 87，298，400円 枠連： 18，971，500円
馬連： 102，917，200円 馬単： 42，762，000円 ワイド： 87，542，200円
3連複： 151，604，900円 3連単： 171，587，100円 計： 720，254，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 690円 � 310円 � 770円 枠 連（7－8） 6，170円

馬 連 �� 9，820円 馬 単 �� 23，440円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 7，480円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 76，820円 3 連 単 ��� 484，040円

票 数

単勝票数 計 575714 的中 � 14624（8番人気）
複勝票数 計 872984 的中 � 31514（7番人気）� 82374（5番人気）� 27882（8番人気）
枠連票数 計 189715 的中 （7－8） 2381（16番人気）
馬連票数 計1029172 的中 �� 8118（23番人気）
馬単票数 計 427620 的中 �� 1368（57番人気）
ワイド票数 計 875422 的中 �� 7578（28番人気）�� 2988（47番人気）�� 8143（25番人気）
3連複票数 計1516049 的中 ��� 1480（145番人気）
3連単票数 計1715871 的中 ��� 257（811番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．3―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―46．9―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハルワタート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．4．7 福島13着

2016．4．5生 牝5黒鹿 母 ダイワエルシエーロ 母母 ロンドンブリッジ 11戦2勝 賞金 16，960，000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 アイアンゾーン号・グランドストローク号・シゲルガラテア号

00032 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3日 第8競走 2，400�4歳以上1勝クラス
発走13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
2：28．8
2：28．6

重
不良

35 ユ メ ノ サ キ �6栗 57 北村 宏司山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B544＋ 42：40．1 14．3�
510 レアリザトゥール 牡4黒鹿56 武藤 雅 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 466－ 2 〃 ハナ 7．8�
23 ポーラーサマー 牡4黒鹿56 津村 明秀ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 22：40．42 7．2�
24 サンロックランド 牡4鹿 56 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 508± 02：40．6� 3．2�
713 ファンタスティック 牡5栗 57 柴田 大知佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 476± 02：40．7� 39．8�
47 � ゾ ロ 牡5栗 57 吉田 豊北山 敏	氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 6 〃 ハナ 23．5

48 ピースボヌール 牡4鹿 56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 500± 02：41．12� 10．1�
714 プレイングラン 牡5栗 57 丹内 祐次スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 484＋ 22：41．2� 24．8�
611 ハ イ チ ー ズ 牡6鹿 57 田中 勝春 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 520＋ 82：41．41� 50．9
816 ウインレゼルヴ 牡4栗 56

53 ▲小林 脩斗�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 488－ 62：41．71� 87．8�
12 サ ル ー テ 牡6鹿 57 大野 拓弥小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 558± 0 〃 クビ 48．1�
612 カッティングロック 牡4黒鹿56 井上 敏樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 518＋ 6 〃 ハナ 4．2�
815 ミストラルウインド 牡4青鹿 56

55 ☆木幡 育也島川 	哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 468－ 42：42．02 19．5�

36 トモジャタイクーン 牡6鹿 57
54 ▲小林 凌大吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 508＋ 22：42．1� 113．9�

11 ボーイズオブサマー �5栗 57 木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 504－ 42：42．84 151．6�

59 アースブレイブ 牡4青鹿56 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 460－ 22：44．9大差 21．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，400，900円 複勝： 80，379，100円 枠連： 24，686，000円
馬連： 113，425，100円 馬単： 42，509，000円 ワイド： 96，303，000円
3連複： 172，569，600円 3連単： 163，471，100円 計： 745，743，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 400円 � 340円 � 290円 枠 連（3－5） 3，940円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 10，270円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 1，540円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 10，690円 3 連 単 ��� 87，010円

票 数

単勝票数 計 524009 的中 � 29138（6番人気）
複勝票数 計 803791 的中 � 50932（6番人気）� 62835（4番人気）� 75198（3番人気）
枠連票数 計 246860 的中 （3－5） 4844（15番人気）
馬連票数 計1134251 的中 �� 20467（16番人気）
馬単票数 計 425090 的中 �� 3103（37番人気）
ワイド票数 計 963030 的中 �� 17480（16番人気）�� 15981（17番人気）�� 19601（13番人気）
3連複票数 計1725696 的中 ��� 12097（32番人気）
3連単票数 計1634711 的中 ��� 1362（289番人気）

ハロンタイム 13．5―12．8―13．6―13．8―14．1―14．4―13．6―12．4―12．3―12．9―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．5―26．3―39．9―53．7―1：07．8―1：22．2―1：35．8―1：48．2―2：00．5―2：13．4―2：26．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ユ メ ノ サ キ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sakhee デビュー 2017．12．10 中山14着

2015．4．8生 �6栗 母 ダ ル シ ャ 母母 Darashandeh 22戦2勝 賞金 30，120，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ワンダーラジャ号



00033 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3日 第9競走 ��
��1，200�

し ゅ ち く

朱 竹 賞
発走14時25分 （芝・右・外）
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

816 ロンギングバース 牡3鹿 56 石橋 脩坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 456± 01：09．2 9．9�
713 テネラメンテ 牝3鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 19．0�
612 キ テ ィ ラ 牝3栗 54 野中悠太郎ディアレストクラブ� 清水 英克 新ひだか 畠山牧場 444± 01：09．3クビ 35．3�
714 スマイルアモーレ 牝3鹿 54 大野 拓弥星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 444＋ 21：09．4� 12．0�
36 ホーキーポーキー 牝3栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B450－ 41：09．61� 154．4	
510 ルミナスライン 牝3鹿 54 津村 明秀 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 418± 01：09．7	 8．3

611 ビーマイベイビー 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 438＋ 2 〃 クビ 11．5�
24 ショウナンラスボス 牡3栗 56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 478＋ 2 〃 クビ 4．1�
48 マイネルジェロディ 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 446± 01：09．8� 2．5
815 ピュアエール 牝3芦 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ヒカル牧場 458± 01：09．9クビ 236．5�
59 
 ゴデレッチョ 牡3鹿 56 武士沢友治伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 532＋ 21：10．21� 251．3�
12 ヒロインカラーズ 牝3黒鹿54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 464－ 41：10．31 38．4�
23 セントポーリア 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 41：10．4	 29．7�
11 ク ム シ ラ コ 牡3栗 56 石川裕紀人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 460＋ 21：10．82	 26．4�
47 リアルドキュメント 牡3黒鹿56 江田 照男川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 502＋181：11．22	 33．6�
35 フクノラプラーニュ 牡3黒鹿56 横山 和生福島 祐子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 476± 01：11．52 203．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，619，900円 複勝： 104，131，500円 枠連： 28，974，700円
馬連： 156，699，400円 馬単： 62，410，700円 ワイド： 118，286，100円
3連複： 222，625，700円 3連単： 240，043，300円 計： 1，001，791，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 320円 � 610円 � 920円 枠 連（7－8） 3，010円

馬 連 �� 8，000円 馬 単 �� 15，200円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 4，140円 �� 6，870円

3 連 複 ��� 49，530円 3 連 単 ��� 367，150円

票 数

単勝票数 計 686199 的中 � 55106（4番人気）
複勝票数 計1041315 的中 � 95994（4番人気）� 43604（7番人気）� 27724（11番人気）
枠連票数 計 289747 的中 （7－8） 7460（13番人気）
馬連票数 計1566994 的中 �� 15171（26番人気）
馬単票数 計 624107 的中 �� 3078（53番人気）
ワイド票数 計1182861 的中 �� 11808（28番人気）�� 7359（42番人気）�� 4405（56番人気）
3連複票数 計2226257 的中 ��� 3371（125番人気）
3連単票数 計2400433 的中 ��� 474（811番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．1―11．6―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．3―44．9―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．9
3 ・（1，7）（11，8）2（6，10，15）3（9，12）（4，13）－16－14－5 4 ・（1，11，8）7（2，6，10，15）3，12（4，13）9，16－14＝5

勝馬の
紹 介

ロンギングバース �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．7．5 福島2着

2018．3．15生 牡3鹿 母 ロンギングシャネル 母母 セメイユドゥヴォン 6戦2勝 賞金 23，264，000円
〔制裁〕 ピュアエール号の騎手宮崎北斗は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・8番）
〔その他〕 クムシラコ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クムシラコ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年3月10日まで出走できない。
※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 スイーツマジック号・マルス号

00034 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3日 第10競走 ��1，600�
わかしお

若潮ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

48 カ ラ テ 牡5黒鹿54 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 528－ 81：32．9 17．2�
12 ウインカーネリアン 牡4栗 56 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 502＋101：33．43 4．9�
713 ハーモニーマゼラン 牡4鹿 55 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 530＋ 4 〃 クビ 4．9�
11 ル ー カ ス 牡6鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 526＋ 41：33．5� 7．7�
611 ラ テ ュ ロ ス 牝6鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：33．71 10．3	
47 シャドウブロッサム 牝4鹿 53 M．デムーロ飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 454＋ 4 〃 クビ 13．4

23 レッドクレオス 牡5栗 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 アタマ 7．3�
35 ソーラーフレア 牡6鹿 54 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464＋101：33．8アタマ 190．3�
612 オースミカテドラル 牡5鹿 54 高倉 稜�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 同着 24．7
36 カ ル リ ー ノ 牡5鹿 55 勝浦 正樹 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 524＋ 81：33．9� 41．3�
815 ロ ラ イ マ �8鹿 55 武藤 雅 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 ハナ 25．4�
510 スーパーブレイク 牡7黒鹿54 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 478＋ 61：34．11� 52．2�
24 ア ガ ラ ス 牡5青鹿55 横山 武史 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 532＋ 41：34．2クビ 9．0�
816 サヴォワールエメ 牝5栗 52 北村 宏司平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 466＋141：34．52 22．8�
59 ジュランビル 牝5黒鹿54 石川裕紀人村上 稔氏 寺島 良 新冠 松浦牧場 468－ 81：34．6� 20．2�
714 レ ノ ー ア 牝5栗 54 横山 和生畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 430＋ 61：35．77 46．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 85，000，500円 複勝： 155，248，500円 枠連： 51，859，200円
馬連： 233，643，800円 馬単： 80，443，600円 ワイド： 182，008，700円
3連複： 364，637，200円 3連単： 374，982，400円 計： 1，527，823，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 450円 � 200円 � 170円 枠 連（1－4） 1，510円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 12，200円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，570円 �� 620円

3 連 複 ��� 10，860円 3 連 単 ��� 93，870円

票 数

単勝票数 計 850005 的中 � 39472（8番人気）
複勝票数 計1552485 的中 � 70530（8番人気）� 211383（2番人気）� 280571（1番人気）
枠連票数 計 518592 的中 （1－4） 26462（6番人気）
馬連票数 計2336438 的中 �� 35671（18番人気）
馬単票数 計 804436 的中 �� 4943（45番人気）
ワイド票数 計1820087 的中 �� 27736（19番人気）�� 29079（17番人気）�� 79178（2番人気）
3連複票数 計3646372 的中 ��� 25173（26番人気）
3連単票数 計3749824 的中 ��� 2896（278番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―34．9―46．3―57．8―1：09．4―1：20．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

カ ラ テ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．11 新潟13着

2016．5．27生 牡5黒鹿 母 レディーノパンチ 母母 レイサッシュ 22戦4勝 賞金 48，551，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アドマイヤスコール号・オールザゴー号・ショウナンバビアナ号

２レース目



00035 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3日 第11競走 ��
��1，800�ポルックスステークス

発走15時35分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万
円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競
走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

36 ダノンスプレンダー 牡5黒鹿56 三浦 皇成�ダノックス 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム B514＋ 41：54．0 3．4�
611 エ イ コ ー ン 牡6鹿 56 高倉 稜西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 464± 0 〃 ハナ 7．1�
23 アシャカトブ 牡5栗 57 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 514＋141：54．21
 9．3�
714 マイネルユキツバキ 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 540＋ 4 〃 クビ 15．9�
510 デザートスネーク �7鹿 56 菅原 明良石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 488＋ 61：54．3� 21．9�
59 ハイランドピーク 牡7青鹿58 横山 和生島川 	哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 21：54．4クビ 24．5

815 サンデーウィザード 牡9鹿 58 荻野 琢真巽 祐子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 470＋101：54．5� 69．1�
47 エムオーグリッタ 牡7鹿 56 内田 博幸大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 橋本牧場 B506＋ 21：54．61 30．9�
612 ハギノアトラス 牡5栗 56 戸崎 圭太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 510＋181：54．7クビ 7．4
35 ミヤジコクオウ 牡4青鹿56 津村 明秀曽我 司氏 川村 禎彦 日高 Wing Farm 506± 0 〃 クビ 5．2�
816 ブランクエンド 牡5鹿 56 木幡 巧也諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 クビ 39．8�
11 フィードバック 牡5黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 496± 01：54．8クビ 20．2�
12 レ イ エ ン ダ 牡6黒鹿59 横山 武史 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 506＋121：55．43� 16．7�
24 エメラルファイト 牡5芦 57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 470＋101：55．61� 57．0�
713 ヒラボクラターシュ 牡6鹿 59 石橋 脩�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 522＋ 41：55．7� 28．3�
48 � ルミナスウォリアー 牡10鹿 58 武士沢友治中西 功氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム 472－ 21：56．02 163．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 114，098，400円 複勝： 173，891，600円 枠連： 99，869，300円
馬連： 407，694，400円 馬単： 137，095，200円 ワイド： 259，877，000円
3連複： 678，403，700円 3連単： 763，712，400円 計： 2，634，642，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 190円 � 260円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 430円 �� 590円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 9，970円

票 数

単勝票数 計1140984 的中 � 264735（1番人気）
複勝票数 計1738916 的中 � 396776（1番人気）� 233929（3番人気）� 136901（5番人気）
枠連票数 計 998693 的中 （3－6） 214464（1番人気）
馬連票数 計4076944 的中 �� 276714（2番人気）
馬単票数 計1370952 的中 �� 57097（3番人気）
ワイド票数 計2598770 的中 �� 161503（2番人気）�� 112304（4番人気）�� 64118（8番人気）
3連複票数 計6784037 的中 ��� 192786（5番人気）
3連単票数 計7637124 的中 ��� 55511（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―13．1―13．5―12．7―12．5―12．4―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．7―51．2―1：03．9―1：16．4―1：28．8―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンスプレンダー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．28 京都1着

2016．2．26生 牡5黒鹿 母 メジロスプレンダー 母母 クライウィズジョイ 11戦5勝 賞金 95，816，000円
※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。
（非抽選馬） 7頭 アポロテネシー号・カフェリュウジン号・カラクプア号・キメラヴェリテ号・コマビショウ号・ハングリーベン号・

モルフェオルフェ号

00036 1月10日 晴 良 （3中山1） 第3日 第12競走 ��1，600�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
1：30．3
1：30．3

良
良

712 インテンスライト 牡5鹿 57
56 ☆菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 500± 01：34．2 3．5�

11 フォースオブウィル 牡4栗 56 北村 宏司柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 458± 0 〃 クビ 6．6�
59 クインズサン 牡8青 57 野中悠太郎 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 浦河 日進牧場 466－ 21：34．41� 25．7�
35 ショーヒデキラ 牡5鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 488± 0 〃 アタマ 10．4�
23 レッドライデン 牡4青鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 496＋ 81：34．5クビ 10．3�
815 シュバルツボンバー �6鹿 57 江田 照男岡田 壮史氏 本間 忍 安平 ノーザンファーム 526＋ 4 〃 アタマ 21．8	
22 テンワールドレイナ 牝6栗 55 大野 拓弥天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 16．8

713� ランドルーラー 牡5鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 508± 01：34．6	 26．5�
46 ヘイワノツカイ 牡5栗 57

54 ▲秋山 稔樹星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 450± 01：34．7クビ 12．2�
610 コスモヨハネ 牡9栗 57 柴田 大知 ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 502± 0 〃 アタマ 104．2�
47 イルヴェントデーア 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 446＋ 61：34．8	 7．6�

34 グ ル ア ー ブ 牝4鹿 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 434－ 21：34．9クビ 17．9�

611 フジマサリアル 牝4青鹿54 横山 典弘藤原 正一氏 菊川 正達 洞
湖 レイクヴィラファーム 520± 0 〃 クビ 7．2�
58 ヘブンリーデイズ 牡6鹿 57

56 ☆斎藤 新 サンデーレーシング 吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 41：35．21	 41．4�

814 ロジスカーレット 牡6鹿 57
56 ☆菅原 明良久米田正明氏 国枝 栄 洞
湖 レイクヴィラファーム 454＋ 2 〃 ハナ 181．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 106，536，000円 複勝： 171，581，800円 枠連： 47，534，600円
馬連： 256，277，100円 馬単： 88，998，500円 ワイド： 201，983，700円
3連複： 411，884，800円 3連単： 437，347，000円 計： 1，722，143，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 230円 � 410円 枠 連（1－7） 1，070円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，140円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 28，200円

票 数

単勝票数 計1065360 的中 � 237900（1番人気）
複勝票数 計1715818 的中 � 382315（1番人気）� 178508（2番人気）� 84483（9番人気）
枠連票数 計 475346 的中 （1－7） 34413（2番人気）
馬連票数 計2562771 的中 �� 183981（1番人気）
馬単票数 計 889985 的中 �� 35011（1番人気）
ワイド票数 計2019837 的中 �� 111698（1番人気）�� 44777（9番人気）�� 19512（33番人気）
3連複票数 計4118848 的中 ��� 43719（16番人気）
3連単票数 計4373470 的中 ��� 11240（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―35．8―47．3―58．8―1：10．2―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インテンスライト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 French Deputy デビュー 2018．9．16 中山4着

2016．2．15生 牡5鹿 母 スコルピオンキッス 母母 Stinger 14戦3勝 賞金 43，966，000円
〔制裁〕 ヘイワノツカイ号の騎手秋山稔樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・13

番・7番・14番・3番・15番）

４レース目



（3中山1）第3日 1月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187頭 本 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

210，460，000円
23，890，000円
1，560，000円
24，410，000円
79，119，000円
5，823，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
754，681，800円
1，280，674，500円
368，296，100円
1，713，395，500円
677，611，700円
1，345，278，500円
2，707，078，600円
3，054，303，300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 11，901，320，000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3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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