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00049 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時10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

35 ノーブルハーバー 牝3鹿 54 横山 武史吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 日高 スウィング
フィールド牧場 460± 01：13．6 57．4�

23 ニンジャゴー 牡3栗 56 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 428＋ 21：13．71 11．7�
611 ブーケオブアイリス 牡3黒鹿56 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496－ 41：13．91� 16．7�
24 キュートラン 牝3鹿 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 日高 前野牧場 B462＋ 6 〃 ハナ 3．2�
816 ノーマロエア 牝3栗 54 北村 宏司�リーヴァ 松永 康利 千歳 社台ファーム 460± 01：14．11� 21．7�
612 ヤマイチキャプテン 牡3栗 56 三浦 皇成坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 510＋ 21：14．2クビ 2．3	
47 エコロアジェンダ 牡3栗 56 大野 拓弥原村 正紀氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：14．51� 12．2

815 ウインアルバローズ 牡3青鹿56 野中悠太郎�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 488± 01：14．71� 26．8�
714 モンギンゴー �3栗 56 高野 和馬和田 正道氏 和田正一郎 新ひだか 神垣 道弘 470－ 81：15．12� 341．6
59 ハンデンディオーネ 牝3鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 石毛 善彦 新冠 村上 進治 414－ 8 〃 クビ 82．5�
11 サーフサウンド 牡3鹿 56 石川裕紀人伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 432＋ 61：15．2クビ 260．1�
12 シグナステソーロ 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 新ひだか 片山牧場 B472± 0 〃 ハナ 29．2�

713 シーピーエフペット �3黒鹿56 江田 照男新井原 博氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 432－ 41：15．3� 10．1�
510 ア ー マ ー 牝3黒鹿54 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 464＋ 2 〃 アタマ 53．3�
36 ナムラアダーラ 牝3芦 54 武士沢友治奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 450－ 41：15．93� 164．9�
48 バックドロップ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗横田 恵子氏 浅野洋一郎 新ひだか 高橋 義浩 478 ―1：21．1大差 144．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，775，000円 複勝： 63，185，200円 枠連： 14，015，100円
馬連： 65，830，200円 馬単： 30，739，800円 ワイド： 59，690，700円
3連複： 106，455，300円 3連単： 116，781，500円 計： 488，472，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，740円 複 勝 � 1，880円 � 510円 � 590円 枠 連（2－3） 6，390円

馬 連 �� 31，530円 馬 単 �� 82，330円

ワ イ ド �� 8，750円 �� 10，430円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 142，310円 3 連 単 ��� 951，300円

票 数

単勝票数 計 317750 的中 � 4424（11番人気）
複勝票数 計 631852 的中 � 8292（11番人気）� 34250（5番人気）� 29009（6番人気）
枠連票数 計 140151 的中 （2－3） 1698（17番人気）
馬連票数 計 658302 的中 �� 1618（49番人気）
馬単票数 計 307398 的中 �� 280（101番人気）
ワイド票数 計 596907 的中 �� 1752（50番人気）�� 1468（54番人気）�� 5067（25番人気）
3連複票数 計1064553 的中 ��� 561（174番人気）
3連単票数 計1167815 的中 ��� 89（1031番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．1―12．2―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―35．2―47．4―1：00．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルハーバー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．12．5 中山9着

2018．3．2生 牝3鹿 母 モ ン テ ミ ウ 母母 シンメイミネルバ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バックドロップ号は，「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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ヴィットリオーザ号・カザルス号・グラスクアドラ号・ブレッシングライト号・レゾンデートル号

00050 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40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

510 ホウオウルバン 牡3黒鹿56 三浦 皇成小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 516－ 41：55．6 3．4�
816 ジュンキリタップ 牡3芦 56 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 平取 二風谷ファーム 508＋ 21：55．92 5．4�
815 トーセンマルコ 牡3青鹿56 丸田 恭介島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 466± 01：56．64 18．3�
612 ワカミヤクオーレ 牡3鹿 56 内田 博幸芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 500－ 21：57．02� 4．1�
611 トドロキゲキジョウ 牡3黒鹿56 江田 照男�GET NEXT 武市 康男 新ひだか 静内フアーム 488－ 21：57．53 13．8	
59 ロングテール 牡3鹿 56 丸山 元気保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：57．71 4．7

48 ヴォーグマチネ 牡3鹿 56 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 476＋16 〃 アタマ 52．9�
24 マイネルオラトリオ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 488± 01：57．91� 21．7�
47 ノーザンピーク 牡3鹿 56 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 472－ 21：58．0� 17．5
23 ケイティローズ 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗瀧本 和義氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 426＋ 41：58．63� 183．8�
35 チェリーピッキング 牡3鹿 56 津村 明秀古賀 慎一氏 尾形 和幸 安平 ゼットステーブル 410＋ 21：58．91� 89．3�
12 ネモスフィレオ 牡3鹿 56 野中悠太郎ディアレストクラブ� 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ B492＋ 2 〃 アタマ 179．4�
36 ハ ラ ジ ュ ク 牡3黒鹿 56

53 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456－ 21：59．0� 265．6�
714 セイウンブイワン 牡3芦 56 大野 拓弥西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 谷川牧場 B452－ 21：59．63� 23．0�
11 エドノレジェンド 牡3鹿 56 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 476± 01：59．91� 316．0�
713 シルバーライニング 牡3芦 56 嶋田 純次�ミルファーム 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 414－122：00．85 172．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，190，500円 複勝： 51，319，200円 枠連： 12，350，200円
馬連： 51，884，000円 馬単： 21，409，000円 ワイド： 45，929，600円
3連複： 75，111，900円 3連単： 76，223，100円 計： 363，417，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 200円 � 190円 � 350円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，150円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 25，590円

票 数

単勝票数 計 291905 的中 � 67677（1番人気）
複勝票数 計 513192 的中 � 72340（4番人気）� 79208（3番人気）� 32297（6番人気）
枠連票数 計 123502 的中 （5－8） 21940（2番人気）
馬連票数 計 518840 的中 �� 27338（6番人気）
馬単票数 計 214090 的中 �� 6583（11番人気）
ワイド票数 計 459296 的中 �� 18386（6番人気）�� 10064（12番人気）�� 9931（14番人気）
3連複票数 計 751119 的中 ��� 8649（25番人気）
3連単票数 計 762231 的中 ��� 2159（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―37．5―51．4―1：04．3―1：16．8―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウルバン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Gilded Time デビュー 2020．11．14 東京3着

2018．4．2生 牡3黒鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルバーライニング号は，「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 中山競馬 第５日



00051 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第3競走 1，200�3歳未勝利
発走11時10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

611 ボイラーハウス 牡3鹿 56 江田 照男永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 498－ 21：13．6 2．7�
714 ニシノカタパルト 牡3栗 56 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 松本牧場 B490＋ 21：13．81� 9．0�
23 オレデイイノカ 牡3栗 56 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 468－ 81：13．9� 3．5�
816 レ イ ハ リ ア 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 444－ 41：14．11� 4．5�
24 クツワノセキトリ 牡3栗 56 木幡 巧也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 458－ 41：14．63 7．9�
12 ネイチャーラブリー 牡3鹿 56 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 456＋ 8 〃 アタマ 130．8	
815 テイエムマルタン 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 482＋ 21：14．91� 40．7

47 セ レ ー ジ ャ 牝3鹿 54 嶋田 純次平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 430－ 41：15．0� 147．7�
59 マリノアマービレ 牝3青鹿54 津村 明秀矢野まり子氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 434＋ 41：15．1クビ 52．8�
48 エ ミ ー ジ ョ 牝3青鹿54 伊藤 工真木村 廣太氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460－ 21：15．2� 77．7
36 ヴォンタリエール 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 470－ 21：15．3クビ 201．3�
510 フォトンストリーム 牡3鹿 56 杉原 誠人幡 有氏 浅野洋一郎 日高 増尾牧場 402＋12 〃 クビ 417．2�
713 ベニノフェアリー 牝3栗 54 蛯名 正義�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 450－ 41：15．4クビ 174．8�
612 ピクシーズパラソル 牝3鹿 54 大野 拓弥鶴見 芳子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 446－ 4 〃 クビ 225．6�
11 フェーバーラッシュ 牡3芦 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 むかわ 貞広 賢治 496＋ 21：15．61 15．4�
35 オリアナヴェント 牝3黒鹿54 武士沢友治西森 功氏 古賀 史生 新冠 隆栄牧場 466＋121：15．81� 425．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，297，300円 複勝： 63，738，400円 枠連： 13，745，700円
馬連： 64，132，200円 馬単： 29，297，700円 ワイド： 56，032，000円
3連複： 101，679，000円 3連単： 117，705，200円 計： 482，627，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 200円 � 140円 枠 連（6－7） 1，040円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 400円 �� 200円 �� 530円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 5，510円

票 数

単勝票数 計 362973 的中 � 104082（1番人気）
複勝票数 計 637384 的中 � 215397（1番人気）� 54081（5番人気）� 110627（2番人気）
枠連票数 計 137457 的中 （6－7） 10190（4番人気）
馬連票数 計 641322 的中 �� 46122（5番人気）
馬単票数 計 292977 的中 �� 12371（6番人気）
ワイド票数 計 560320 的中 �� 32707（4番人気）�� 84083（1番人気）�� 23624（7番人気）
3連複票数 計1016790 的中 ��� 77057（3番人気）
3連単票数 計1177052 的中 ��� 15484（13番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―12．3―12．6―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―35．5―48．1―1：00．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボイラーハウス �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2020．12．12 中山2着

2018．5．29生 牡3鹿 母 パリーナチャン 母母 アングウィッシュ 3戦1勝 賞金 9，900，000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 ショウナンアドール号・ピラミデ号
（非抽選馬） 1頭 ミュークルークス号

00052 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第4競走 1，800�3歳新馬
発走11時40分 （ダート・右）

牝；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
1：48．5
1：47．6

重
重

48 ララシャルロット 牝3栗 54 大野 拓弥フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 476 ―1：58．2 3．1�
（法942）

12 ウィズザワールド 牝3栗 54 柴田 大知阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 468 ―1：58．3アタマ 21．4�
59 エーアイダンサー 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 446 ―1：58．94 8．2�
36 エピックデイ 牝3栗 54 杉原 誠人 �京都ホースレーシング 畠山 吉宏 浦河 鎌田 正嗣 440 ―2：00．510 189．1�
816 ラスティングボンド 牝3黒鹿54 石橋 脩 �ロードホースクラブ 中舘 英二 新ひだか ケイアイファーム 444 ― 〃 ハナ 4．4�
611 ドーニングスカイ 牝3栗 54

51 ▲小林 脩斗	日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 496 ― 〃 アタマ 134．5

24 セラダエストレーラ 牝3鹿 54 西村 太一加藤 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 本桐牧場 424 ―2：01．77 30．6�
35 クインズミモザ 牝3鹿 54 北村 宏司 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 510 ―2：02．01� 18．8�
47 アイソウザスター 牝3鹿 54 石川裕紀人吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 496 ―2：02．32 43．5
510 アランチャロッサ 牝3青鹿54 横山 武史 	サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 494 ―2：02．83 5．0�
714 サイモンシナモン 牝3芦 54

51 ▲原 優介澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 長田ファーム 434 ―2：03．97 112．6�
612 ア ジ リ テ ィ 牝3栗 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 芳住 鉄兵 484 ― 〃 アタマ 7．2�
815 ラヴアンドグレース 牝3鹿 54 野中悠太郎村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 446 ―2：04．53� 34．9�
23 タ キ オ ン 牝3青 54 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 山口 幸雄 432 ―2：06．7大差 72．0�
11 キタノハードウェイ 牝3鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 南田美知雄 浦河 東栄牧場 432 ―2：08．410 91．6�
713 ヤマトライトシップ 牝3鹿 54 江田 照男醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 大林ファーム 454 ― （競走中止） 50．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，724，000円 複勝： 41，173，300円 枠連： 12，180，700円
馬連： 47，471，800円 馬単： 20，772，200円 ワイド： 39，293，000円
3連複： 68，998，600円 3連単： 69，480，000円 計： 329，093，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 440円 � 220円 枠 連（1－4） 3，340円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 620円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 7，840円 3 連 単 ��� 35，390円

票 数

単勝票数 計 297240 的中 � 75655（1番人気）
複勝票数 計 411733 的中 � 82253（1番人気）� 19213（6番人気）� 47759（5番人気）
枠連票数 計 121807 的中 （1－4） 2826（12番人気）
馬連票数 計 474718 的中 �� 10401（12番人気）
馬単票数 計 207722 的中 �� 2783（22番人気）
ワイド票数 計 392930 的中 �� 7796（12番人気）�� 17088（6番人気）�� 4988（20番人気）
3連複票数 計 689986 的中 ��� 6596（22番人気）
3連単票数 計 694800 的中 ��� 1423（100番人気）

ハロンタイム 13．2―13．1―13．8―13．9―13．3―13．1―12．9―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―26．3―40．1―54．0―1：07．3―1：20．4―1：33．3―1：45．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ララシャルロット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Hard Spun 初出走

2018．3．10生 牝3栗 母 エイシンピカデリー 母母 Lady’s Laughter 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔競走中止〕 ヤマトライトシップ号は，競走中に異常歩様となったため4コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 ヤマトライトシップ号は，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〕 ラヴアンドグレース号は，3コーナー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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タキオン号・キタノハードウェイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ショウナンカリプソ号・ローズトピアリー号



00053 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第5競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時30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

59 セ ナ リ ス ト 牝3黒鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 440＋ 22：01．9 10．7�
47 コスモマイン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 22：02．1� 4．6�
816 ヴァンデスプワール 牝3黒鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 404－ 8 〃 クビ 21．1�
815 レ ッ ド ロ ワ 牡3青鹿56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 社台牧場 472± 02：02．2クビ 1．5�
612 マイネルスキーブ 牡3芦 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 62：02．62� 20．5	
35 ヤマノグリッターズ 牡3黒鹿56 木幡 巧也澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 504＋12 〃 クビ 44．7

36 パッドゥラパン 牝3芦 54 武士沢友治�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 454＋ 62：02．7� 67．0�
510 マジックビーム 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 松田牧場 462± 02：03．44 239．1�
11 ロイヤルアッシュ 牡3青鹿56 大野 拓弥大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 472－122：03．5� 138．9
713 ショウナンラッキー 牡3鹿 56 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 0 〃 ハナ 132．4�
611 ファビュラスノヴァ 牡3栗 56 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 482＋102：03．71� 23．2�
48 � アメリカンエール 牡3芦 56 石橋 脩 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 500－ 42：04．33� 11．7�
12 ティールブルー 牡3鹿 56 野中悠太郎青芝商事� 宮田 敬介 新冠 長浜 忠 458－ 62：04．62 140．7�
23 テイエムユメノオー 牡3栗 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 488＋102：04．81� 225．5�
24 ロケーション 牡3鹿 56 石川裕紀人畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 472－ 42：13．1大差 305．4�

（15頭）
714 フジツボノミヤ 牝3青 54

51 ▲原 優介 �ブルースターズファーム 小手川 準 新ひだか 友田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 44，628，500円 複勝： 166，266，500円 枠連： 18，269，800円
馬連： 63，319，300円 馬単： 37，164，500円 ワイド： 58，784，900円
3連複： 99，620，400円 3連単： 150，732，700円 計： 638，786，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 590円 � 310円 � 1，390円 枠 連（4－5） 1，770円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 5，660円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，930円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 56，150円

票 数

単勝票数 計 446285 的中 � 33261（3番人気）
複勝票数 計1662665 的中 � 72863（3番人気）� 158054（2番人気）� 28432（7番人気）
枠連票数 計 182698 的中 （4－5） 7999（6番人気）
馬連票数 計 633193 的中 �� 20640（8番人気）
馬単票数 計 371645 的中 �� 4924（18番人気）
ワイド票数 計 587849 的中 �� 24214（8番人気）�� 7520（17番人気）�� 14734（11番人気）
3連複票数 計 996204 的中 ��� 8587（24番人気）
3連単票数 計1507327 的中 ��� 1946（131番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．6―12．1―12．4―12．3―12．2―12．0―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．3―35．9―48．0―1：00．4―1：12．7―1：24．9―1：36．9―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
11，16，15（4，12）－（10，7）－（2，8，6）5（3，9）－1－13・（11，15，7）（12，16）（6，9）4（10，5）－（2，8）（3，13）1

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

勝馬の
紹 介

セ ナ リ ス ト �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Numerous デビュー 2020．11．1 福島3着

2018．1．19生 牝3黒鹿 母 リアリサトリス 母母 Riziere 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔出走取消〕 フジツボノミヤ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 コスモマイン号の騎手柴田大知は，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100，000円。（被害馬：15番・16

番）
〔調教再審査〕 コスモマイン号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロケーション号は，「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。
※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 オリオンテソーロ号・フェアビアンカ号
（非抽選馬） 1頭 ノアスマッシュ号

00054 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第6競走 ��1，600�3歳新馬
発走13時05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

510 オメガロマンス 牝3黒鹿54 横山 武史原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452 ―1：36．4 1．7�
611 ホウオウラフィット 牝3青鹿54 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 420 ― 〃 ハナ 5．9�
36 ケリアテソーロ 牝3鹿 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 服部 牧場 452 ―1：36．61� 25．2�
24 コスモゲイダーグ 牡3鹿 56 高野 和馬 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：36．7� 83．4�
12 ミ レ ッ シ モ 牝3鹿 54 吉田 豊ライオンレースホース� 林 徹 浦河 辻 牧場 422 ―1：37．23 62．8	
23 コートゴシップ 牝3芦 54 内田 博幸ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ― 〃 ハナ 21．0

816 ハートリープ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 386 ― 〃 クビ 296．1�

11 チェリーブロード 牝3黒鹿54 嶋田 純次大崎 幸路氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 408 ―1：37．3� 25．5�
714 イ デ ィ オ ム 牡3栗 56 木幡 巧也小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 482 ―1：37．61� 9．3
59 アイヲシルジパング 牡3青鹿56 江田 照男石川美代子氏 田中 清隆 新ひだか 原 フアーム 500 ―1：37．91� 25．4�
713 シュプールロイヤル 牡3黒鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 460 ―1：38．01� 7．6�
47 ラシャトレーン 牝3黒鹿54 杉原 誠人加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 468 ―1：38．42� 218．4�
815	 コスモザウル 牡3鹿 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新 G Harvey 474 ―1：38．5クビ 182．2�
48 エ ル ピ ス 牡3青 56 石川裕紀人 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 436 ―1：38．71� 31．0�
612 ガ ガ ク 牝3黒鹿54 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新冠 飛渡牧場 414 ―1：39．01� 69．9�
35 シャークスフィン 牡3黒鹿56 石橋 脩 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 504 ―1：39．85 55．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，241，400円 複勝： 47，832，200円 枠連： 14，724，300円
馬連： 55，318，900円 馬単： 31，454，700円 ワイド： 48，841，000円
3連複： 83，273，300円 3連単： 103，587，100円 計： 427，272，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 370円 枠 連（5－6） 410円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 210円 �� 660円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 422414 的中 � 193910（1番人気）
複勝票数 計 478322 的中 � 163681（1番人気）� 61401（2番人気）� 21024（7番人気）
枠連票数 計 147243 的中 （5－6） 27695（2番人気）
馬連票数 計 553189 的中 �� 99536（1番人気）
馬単票数 計 314547 的中 �� 38646（1番人気）
ワイド票数 計 488410 的中 �� 73134（1番人気）�� 17149（5番人気）�� 8661（12番人気）
3連複票数 計 832733 的中 ��� 26188（4番人気）
3連単票数 計1035871 的中 ��� 14061（6番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．9―12．2―12．0―12．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．4―48．6―1：00．6―1：12．7―1：24．4

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

勝馬の
紹 介

オメガロマンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド 初出走

2018．2．24生 牝3黒鹿 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 エレガントオーラ号・キフジンノドレス号・コネクテッド号・スズアンジー号・スズジャッカル号・タッカーハート号・

ターンバック号・ビバブランコ号・フリージアテソーロ号・ミニマリズム号・ミライヘノイブキ号・
リアルヴィジョン号・リッターヴォルト号・ロレンツォ号・ロンギングユウタ号・ロードレイライン号



00055 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第7競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走13時35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
1：08．5
1：08．5

重
重

612� ラフィンクロンヌ 牝4栗 54
51 ▲原 優介伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 472＋ 21：12．1 2．5�
59 キャンディフロス 牝4芦 54 丸山 元気 �シルクレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 482＋ 81：12．63 4．5�
48 � ディープブルーム 牝4鹿 54 江田 照男横瀬 寛子氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 478＋ 11：13．02� 70．6�
611 カ イ ア ワ セ 牝4栗 54

51 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 444＋ 81：13．1� 11．6�
35 コ コ ラ 牝4黒鹿54 蛯名 正義田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 462＋ 81：13．31� 28．7�
12 タマノジュメイラ 牝5鹿 55 横山 武史玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B490± 01：13．72 26．4	
11 コーラルティアラ 牝4栗 54 横山 典弘 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 470＋ 81：13．81 7．1�
816 エヌワイパフューム 牝5鹿 55 大野 拓弥サンアンドコム 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B526＋ 41：14．01� 8．3�
510� リ ゼ 牝5栗 55 三浦 皇成榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド B446± 01：14．1� 20．4
47 スパークジョイ 牝4芦 54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 470＋101：14．2クビ 214．3�
713 ディアコニア 牝4青鹿54 内田 博幸 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 474＋141：14．3� 11．5�
36 サンハンツビル 牝5黒鹿55 北村 宏司 
加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ 462＋ 81：14．51� 228．2�
815 フィーユレヴーズ 牝4栗 54 木幡 巧也小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 440－ 4 〃 クビ 31．5�
24 � デイアフターデイ 牝5鹿 55 丸田 恭介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 404－ 81：14．71� 354．8�
23 ダンスロマネスク 牝5鹿 55 野中悠太郎 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 488＋141：14．8� 56．7�
714 アイアンゾーン 牝5芦 55 柴田 大知池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 446＋ 61：15．86 280．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，224，900円 複勝： 63，161，500円 枠連： 16，951，600円
馬連： 74，675，000円 馬単： 30，786，300円 ワイド： 61，359，500円
3連複： 107，445，600円 3連単： 115，769，800円 計： 512，374，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 180円 � 1，100円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，650円 �� 6，130円

3 連 複 ��� 16，620円 3 連 単 ��� 54，570円

票 数

単勝票数 計 422249 的中 � 134268（1番人気）
複勝票数 計 631615 的中 � 184755（1番人気）� 88373（2番人気）� 9132（12番人気）
枠連票数 計 169516 的中 （5－6） 30968（1番人気）
馬連票数 計 746750 的中 �� 75407（1番人気）
馬単票数 計 307863 的中 �� 16172（2番人気）
ワイド票数 計 613595 的中 �� 53922（1番人気）�� 5532（30番人気）�� 2352（49番人気）
3連複票数 計1074456 的中 ��� 4847（51番人気）
3連単票数 計1157698 的中 ��� 1538（165番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―11．7―11．9―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．6―35．3―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラフィンクロンヌ �
�
父 フ ィ ガ ロ �

�
母父 Stormy Atlantic

2017．4．3生 牝4栗 母 ミスリンディ 母母 Primo Ordine 11戦1勝 賞金 17，610，000円
地方デビュー 2019．5．8 門別

※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 サナチャン号・デビルスダンサー号

00056 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第8競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走14時05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
1：48．5
1：47．6

重
重

713 チョーズンワン 牡4黒鹿56 横山 武史�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458＋ 21：55．1 3．3�

59 ロワマージュ 牡4鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486± 0 〃 クビ 3．9�

11 ハ デ ィ ア 牡4鹿 56 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 462－ 8 〃 ハナ 26．9�
815 ジンフラッシュ 牡4青鹿56 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 498＋ 41：55．31� 11．5�
46 アイスナイン 牡4鹿 56 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 514＋141：55．4クビ 5．0	
35 サイモンルグラン 牡4鹿 56 蛯名 正義澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 510＋121：55．61� 142．8

23 コンフィデンス 牡7栗 57 田辺 裕信近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 526＋ 61：55．7クビ 6．4�
814 グラファイト �6青鹿57 石橋 脩 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486＋ 41：56．12� 58．8�
34 ジェイケイエース 牡5鹿 57 木幡 巧也小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 544＋ 81：56．2� 25．4
610 クリノファイヤー 牝4栗 54

51 ▲原 優介栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 462＋ 61：56．52 128．6�
47 ゴ ー 牡5鹿 57 嶋田 純次グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 520＋ 41：57．03 135．7�
611 ラブエスポー 牝4鹿 54 丸田 恭介増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 41：57．95 86．5�
712� セイカタチバナ 牡4栗 56 野中悠太郎久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 492± 01：58．21� 216．6�
58 サトノポーラスター �4栗 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋121：58．3� 37．2�
22 � フライオールデイズ 牡6黒鹿57 津村 明秀岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 504＋ 4 〃 ハナ 10．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，045，900円 複勝： 34，632，800円 枠連： 12，481，900円
馬連： 61，970，500円 馬単： 22，854，700円 ワイド： 41，189，300円
3連複： 83，598，400円 3連単： 97，039，200円 計： 378，812，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 150円 � 510円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，150円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 13，670円

票 数

単勝票数 計 250459 的中 � 60575（1番人気）
複勝票数 計 346328 的中 � 86461（1番人気）� 63334（2番人気）� 11401（8番人気）
枠連票数 計 124819 的中 （5－7） 15424（1番人気）
馬連票数 計 619705 的中 �� 78405（1番人気）
馬単票数 計 228547 的中 �� 15776（1番人気）
ワイド票数 計 411893 的中 �� 41306（1番人気）�� 8541（16番人気）�� 6406（18番人気）
3連複票数 計 835984 的中 ��� 14998（14番人気）
3連単票数 計 970392 的中 ��� 5146（31番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―13．2―13．2―13．3―13．3―13．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．1―49．3―1：02．5―1：15．8―1：29．1―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

チョーズンワン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2020．2．23 東京2着

2017．4．4生 牡4黒鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル 6戦2勝 賞金 18，100，000円



00057 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第9競走 ��1，600�
な はな

菜 の 花 賞
発走14時35分 （芝・右・外）

牝，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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．3
1：30．3

良
良

79 ス ラ イ リ ー 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 424± 01：36．1 38．4�

67 アナザーリリック 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 アタマ 7．3�
710 ストゥーティ 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 426＋ 41：36．2� 3．8�
811 ミヤビハイディ 牝3黒鹿54 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 478－ 41：36．3� 6．6�
68 シゲルオテンバ 牝3鹿 54 三浦 皇成森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 434＋ 2 〃 アタマ 13．3	
44 グローリアスカペラ 牝3栗 54 M．デムーロ日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 512＋121：36．5� 3．7

812 エコロデイジー 牝3鹿 54 蛯名 正義原村 正紀氏 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 474＋ 61：36．71� 8．8�
33 アラビアンナイト 牝3青鹿54 横山 武史 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 428± 01：37．12� 5．5�
55 � ジェネシスムーン 牝3鹿 54 柴田 大知久保 潤氏 伊藤 滋規 様似 様似共栄牧場 428－ 21：37．31� 375．6

（船橋）

56 サ ナ テ ィ オ 牝3鹿 54 大野 拓弥前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 388－101：37．4� 62．1�

11 	 トーセンマリア 牝3鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 464＋ 61：37．5クビ 377．4�

22 キョウエイロナ 牝3鹿 54 丸山 元気田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 422± 0 〃 ハナ 61．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 58，509，600円 複勝： 81，081，800円 枠連： 16，423，400円
馬連： 109，327，200円 馬単： 43，729，100円 ワイド： 71，398，900円
3連複： 137，942，800円 3連単： 170，104，000円 計： 688，516，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 960円 � 250円 � 150円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 20，360円 馬 単 �� 42，750円

ワ イ ド �� 4，770円 �� 2，660円 �� 550円

3 連 複 ��� 18，500円 3 連 単 ��� 229，220円

票 数

単勝票数 計 585096 的中 � 12180（8番人気）
複勝票数 計 810818 的中 � 16087（9番人気）� 83627（5番人気）� 177841（1番人気）
枠連票数 計 164234 的中 （6－7） 19397（2番人気）
馬連票数 計1093272 的中 �� 4160（33番人気）
馬単票数 計 437291 的中 �� 767（70番人気）
ワイド票数 計 713989 的中 �� 3674（34番人気）�� 6674（23番人気）�� 36028（5番人気）
3連複票数 計1379428 的中 ��� 5590（52番人気）
3連単票数 計1701040 的中 ��� 538（435番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．7―36．9―49．1―1：01．3―1：13．3―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ス ラ イ リ ー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．27 東京1着

2018．3．20生 牝3鹿 母 ビジョナリー 母母 タ ー キ ー 4戦2勝 賞金 17，373，000円

00058 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第10競走 1，200�
しょうしゅん

頌 春 賞
発走15時10分 （ダート・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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

48 マローネメタリコ 牝6栗 55 北村 宏司柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 520＋ 21：11．4 11．0�
510 ロイヤルバローズ 牡6鹿 57 大野 拓弥猪熊 広次氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 476＋ 61：11．6� 14．0�
35 ト ッ カ ー タ 牡6黒鹿57 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 41：11．92 148．7�
12 フジノタカネ 牡5芦 57 石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B538＋ 61：12．1� 5．2�
816 グラスボイジャー 牡5黒鹿57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B552＋ 61：12．2� 7．8�
11 ビートマジック �5黒鹿57 野中悠太郎岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 474－ 2 〃 ハナ 219．4	
47 ノーベルプライズ 牡5黒鹿57 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 512－ 2 〃 クビ 4．4

36 セクシーフェイス 牝4黒鹿54 横山 典弘 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 434＋ 6 〃 ハナ 35．7�
714 コウギョウブライト 牡6芦 57 内田 博幸小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B460－ 21：12．3クビ 21．3�
59 アルベルティーヌ 牝6黒鹿55 横山 武史村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 446－ 41：12．61� 5．6
815 ゴールドクロス 牡6鹿 57 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 500± 0 〃 クビ 12．2�
24 コマノゼニト 牡5鹿 57 田辺 裕信長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B480± 01：12．7クビ 19．0�
611 ニシノミンクス 牝4鹿 54 江田 照男西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 B462＋ 41：13．02 51．9�
23 イナズママンボ 牝7鹿 55 M．デムーロ小泉 賢悟氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 B482＋ 61：13．1� 44．1�
612 マルモマリア 牝6鹿 55 津村 明秀まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 472－121：13．42 11．5�
713 グッドヒューマー 牡7栗 57 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 508＋101：13．61 46．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，678，400円 複勝： 95，452，900円 枠連： 31，312，900円
馬連： 141，637，500円 馬単： 48，093，200円 ワイド： 107，511，900円
3連複： 215，876，500円 3連単： 212，797，900円 計： 909，361，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 380円 � 470円 � 2，310円 枠 連（4－5） 750円

馬 連 �� 7，280円 馬 単 �� 14，130円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 10，480円 �� 28，640円

3 連 複 ��� 328，410円 3 連 単 ��� 1，254，290円

票 数

単勝票数 計 566784 的中 � 41027（5番人気）
複勝票数 計 954529 的中 � 72436（6番人気）� 55292（7番人気）� 9761（15番人気）
枠連票数 計 313129 的中 （4－5） 32020（3番人気）
馬連票数 計1416375 的中 �� 15060（26番人気）
馬単票数 計 480932 的中 �� 2552（52番人気）
ワイド票数 計1075119 的中 �� 10033（32番人気）�� 2636（82番人気）�� 960（108番人気）
3連複票数 計2158765 的中 ��� 493（408番人気）
3連単票数 計2127979 的中 ��� 123（2108番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―12．1―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．9―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．6
3 16（1，10）（12，14）（2，4，8，15）7，13－3－5－9，6，11 4 16，10，1，14（2，4）（8，15）（12，7，13）－5，3－（6，9）－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マローネメタリコ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2018．3．31 中山1着

2015．4．13生 牝6栗 母 ウエスタンダンサー 母母 ウエスタンローズ 13戦3勝 賞金 40，192，000円



00059 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第11競走 ��
��1，200�カーバンクルステークス

発走15時45分 （芝・右・外）
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

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 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

714 レ ジ ェ ー ロ 牝4黒鹿51 丸田 恭介山本 剛士氏 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 414＋ 21：09．2 30．3�
59 ダイメイフジ 牡7鹿 57 田辺 裕信宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 524＋ 61：09．3クビ 16．8�
611 エレナアヴァンティ 牝4鹿 50 伊藤 工真加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 468＋10 〃 クビ 109．0�
47 ケープコッド 牝4黒鹿53 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 482＋ 21：09．51 1．8�
48 ノ ー ワ ン 牝5鹿 53 杉原 誠人藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 478－ 8 〃 ハナ 40．0�
35 カイザーメランジェ 牡6鹿 55 木幡 巧也友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 494＋ 6 〃 クビ 43．3�
12 トウショウピスト 牡9鹿 54 江田 照男トウショウ産業	 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498－ 41：09．6� 18．8

612 アマルフィコースト 牝6黒鹿53 津村 明秀 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 7．5�
36 デュープロセス 牡5栗 57 横山 武史ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 484＋ 41：09．7クビ 15．0
23 ボーンスキルフル 牝6青鹿52 柴田 大知吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 452－161：09．8� 38．5�
24 キングハート 牡8鹿 56 丸山 元気増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 512＋12 〃 ハナ 47．5�
11 ディープダイバー 牡5黒鹿54 吉田 豊	ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 464＋121：09．91 124．7�
816 ノンライセンス 牝5黒鹿52 横山 典弘�桑田牧場 松永 幹夫 平取 船越 伸也 460－ 21：10．1� 19．4�
713 サクセッション 牡4芦 55 石川裕紀人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528＋14 〃 クビ 11．4�
815 ジョーマンデリン 牝5芦 53 蛯名 正義上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 486－ 21：10．52 12．8�
510 ブライティアレディ 牝8青鹿52 北村 宏司小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 430－ 41：10．6� 28．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，527，400円 複勝： 140，400，400円 枠連： 53，991，800円
馬連： 270，548，600円 馬単： 113，388，900円 ワイド： 180，893，400円
3連複： 443，540，800円 3連単： 524，489，100円 計： 1，832，780，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 800円 � 470円 � 2，570円 枠 連（5－7） 3，280円

馬 連 �� 17，750円 馬 単 �� 38，390円

ワ イ ド �� 4，220円 �� 17，760円 �� 15，690円

3 連 複 ��� 316，510円 3 連 単 ��� 1，214，870円

票 数

単勝票数 計1055274 的中 � 27814（10番人気）
複勝票数 計1404004 的中 � 46438（10番人気）� 84248（7番人気）� 13455（16番人気）
枠連票数 計 539918 的中 （5－7） 12733（12番人気）
馬連票数 計2705486 的中 �� 11807（46番人気）
馬単票数 計1133889 的中 �� 2215（94番人気）
ワイド票数 計1808934 的中 �� 11171（45番人気）�� 2618（107番人気）�� 2965（104番人気）
3連複票数 計4435408 的中 ��� 1051（419番人気）
3連単票数 計5244891 的中 ��� 313（1958番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．8―11．9―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．5―46．4―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．7
3 11，3（2，12）14（1，7，9，10，15）（4，5，13）8－（6，16） 4 11（3，14）12（2，9）（7，10）（1，5）（4，8，15）13，6，16

勝馬の
紹 介

レ ジ ェ ー ロ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2019．6．8 阪神2着

2017．3．30生 牝4黒鹿 母 ロックフェアレディ 母母 タイムフェアレディ 12戦3勝 賞金 62，821，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 クライムメジャー号・サンノゼテソーロ号・ニシオボヌール号・ビリーバー号・フォギーナイト号・

ブレステイキング号・マリアズハート号・ヤマカツマーメイド号・レインボーフラッグ号

00060 1月16日 晴 良 （3中山1） 第5日 第12競走 1，800�4歳以上2勝クラス
発走16時20分 （芝・右）

牝；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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
1：44．9
1：43．9

良
良

711 アールクインダム 牝4黒鹿54 大野 拓弥前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 478＋ 21：48．3 18．5�
34 ガ ロ シ ェ 牝5黒鹿55 M．デムーロ �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 21：48．62 3．4�
814 ミディオーサ 牝5鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：48．7� 22．6�
45 ホウオウエミーズ 牝4鹿 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 448－ 41：48．91� 62．5�
22 マスターワーク 牝4鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 500＋121：49．11� 7．0�
69 マッチレスノヴェル 牝4栗 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 458－ 21：49．2アタマ 9．7	
33 マリノソフィア 牝4黒鹿54 吉田 豊矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 466＋ 4 〃 クビ 21．0

58 ウインメルシー 牝5鹿 55 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 472± 01：49．3� 4．3�
610 フ ラ ル 牝5鹿 55 内田 博幸�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 21：49．51� 18．9
11 メ イ オ ー ル 牝5鹿 55 津村 明秀千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 462－ 41：49．71� 48．2�
813 サクラユニヴァース 牝6青鹿55 北村 宏司�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 470－141：49．91� 73．6�
57 シャドウアイランド 牝6鹿 55 田辺 裕信飯塚 知一氏 林 徹 新ひだか 前川 正美 468＋141：51．49 31．8�
46 スズカアーチスト 牝6黒鹿55 江田 照男永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B468＋ 61：51．5� 29．0�
712 デジマノハナ 牝4栗 54 横山 典弘大島有志生氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 488＋12 （競走中止） 5．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 97，027，800円 複勝： 129，509，300円 枠連： 35，694，300円
馬連： 185，104，700円 馬単： 62，796，000円 ワイド： 144，160，200円
3連複： 258，086，200円 3連単： 307，474，700円 計： 1，219，853，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 520円 � 180円 � 580円 枠 連（3－7） 800円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 8，250円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 5，180円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 18，890円 3 連 単 ��� 105，950円

票 数

単勝票数 計 970278 的中 � 41858（6番人気）
複勝票数 計1295093 的中 � 57744（8番人気）� 233710（1番人気）� 50709（9番人気）
枠連票数 計 356943 的中 （3－7） 34277（2番人気）
馬連票数 計1851047 的中 �� 40233（14番人気）
馬単票数 計 627960 的中 �� 5705（28番人気）
ワイド票数 計1441602 的中 �� 30787（12番人気）�� 6969（54番人気）�� 25534（15番人気）
3連複票数 計2580862 的中 ��� 10245（66番人気）
3連単票数 計3074747 的中 ��� 2104（349番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―36．4―48．5―1：00．1―1：11．9―1：24．0―1：35．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アールクインダム �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2019．8．4 札幌1着

2017．2．17生 牝4黒鹿 母 キャプテンガール 母母 ツーツーエイプリル 7戦3勝 賞金 28，471，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 デジマノハナ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



（3中山1）第5日 1月16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 184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

202，750，000円
3，020，000円
28，240，000円
1，470，000円
23，610，000円
76，313，000円
5，060，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
598，870，700円
977，753，500円
252，141，700円
1，191，219，900円
492，486，100円
915，084，400円
1，781，628，800円
2，062，184，300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 8，271，369，400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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