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00073 1月23日 雨 良 （3中山1） 第7日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走10時10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

815 スターリングワース 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 462＋121：12．2 4．8�
24 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 472－ 41：13．05 7．5�
23 ピ ラ ミ デ 牝3鹿 54 石橋 脩酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 石郷岡 五月 480－ 21：13．1� 29．0�
12 マイブリュージュ 牝3鹿 54 武藤 雅小関 昭次氏 池上 昌和 新ひだか 上村 清志 474－ 41：13．52� 118．7�
714 ステディシュシュ 牝3鹿 54 柴田 大知亀岡 和彦氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 482－ 61：13．6クビ 6．5�
611 リュヌダムール 牝3鹿 54 C．ルメール 星野 	男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452± 0 〃 クビ 1．8

47 ラヴドワンズ 牝3青鹿54 杉原 誠人 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：13．91� 41．6�
59 ラフカットジュエル 牝3鹿 54 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 414± 01：14．11� 107．4
36 ラブリークイーン 牝3栗 54 嘉藤 貴行坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新冠 大狩部牧場 B462＋ 21：14．2クビ 113．8�
816 ヒマラヤクリス 牝3栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小手川 準 新ひだか 坂本 智広 460± 01：14．3� 31．0�
35 ロ ジ プ リ ン 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 418－101：14．51� 16．9�
11 ゲ ツ レ ン カ 牝3黒鹿54 丸田 恭介吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 444＋101：15．24 121．4�
713 バードハズフロウン 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 藤沢牧場 410－ 8 〃 ハナ 143．1�
612 メイジュオーシャン 牝3鹿 54 木幡 巧也荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 464± 01：15．52 99．9�
510 ラッキーフレイム 牝3鹿 54 田中 勝春松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 442－ 81：15．6クビ 114．6�
48 タンキエットゥ 牝3芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 原 弘之 488－10 〃 � 94．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，597，300円 複勝： 76，183，100円 枠連： 12，807，600円
馬連： 68，886，800円 馬単： 41，748，400円 ワイド： 66，040，700円
3連複： 110，250，200円 3連単： 151，253，000円 計： 580，767，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 250円 � 570円 枠 連（2－8） 1，370円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，900円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 11，610円 3 連 単 ��� 51，600円

票 数

単勝票数 計 535973 的中 � 88498（2番人気）
複勝票数 計 761831 的中 � 104198（3番人気）� 84661（4番人気）� 29075（6番人気）
枠連票数 計 128076 的中 （2－8） 7195（6番人気）
馬連票数 計 688868 的中 �� 31720（6番人気）
馬単票数 計 417484 的中 �� 9811（10番人気）
ワイド票数 計 660407 的中 �� 24868（7番人気）�� 8700（17番人気）�� 9730（15番人気）
3連複票数 計1102502 的中 ��� 7118（29番人気）
3連単票数 計1512530 的中 ��� 2125（135番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．7―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―34．1―46．5―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．1
3 ・（3，6，11）15，16（9，5）14，4（2，12，13）－（7，1，10）－8 4 ・（3，6，11）15－（9，16）5（4，14）2（7，12，13）（1，10）＝8

勝馬の
紹 介

スターリングワース �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2020．6．13 東京3着

2018．1．21生 牝3鹿 母 スターシップトラッフルズ 母母 Bobbie Use 4戦1勝 賞金 9，670，000円

00074 1月23日 雨 良 （3中山1） 第7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

813 トリストラム 牡3鹿 56 戸崎 圭太�レッドマジック田島 俊明 むかわ 上水牧場 504＋ 41：57．2 16．2�
22 リズムオブザナイト 牡3鹿 56 石川裕紀人吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 482＋ 21：57．3クビ 25．6�
710 マイネルタイムリー 牡3青鹿56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B478＋ 41：57．72� 2．3�
56 ターニングアップ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 458＋ 21：57．81 6．7�
45 アナザーヴィータ 牡3栗 56 柴田 大知 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム B480± 01：58．75 25．7	
69 ピースアンドリンゴ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 静内フアーム 458＋ 21：58．8� 313．0

711 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± 01：59．01� 97．0�
44 エコロカナワン 牡3鹿 56 木幡 初也原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B500＋ 21：59．2� 33．9�
33 ネ オ リ ー ズ 牡3黒鹿56 津村 明秀西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新冠 ムラカミファーム 454＋ 61：59．62� 58．2
812 キャルベロス 牡3鹿 56 三浦 皇成里見 治紀氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 538－ 41：59．92 20．9�
68 ロックオブエイジズ 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 526－ 42：00．64 2．4�
11 アレデラヴァン �3鹿 56 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 514± 02：01．66 71．3�
57 セイウンスパーダ 牡3栗 56 田辺 裕信西山 茂行氏 栗田 徹 新冠 村上 欽哉 488± 02：04．8大差 142．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，280，300円 複勝： 60，478，400円 枠連： 12，211，100円
馬連： 66，523，800円 馬単： 32，698，600円 ワイド： 62，971，600円
3連複： 105，479，700円 3連単： 132，074，400円 計： 515，717，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 270円 � 460円 � 120円 枠 連（2－8） 6，350円

馬 連 �� 15，990円 馬 単 �� 28，880円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 440円 �� 880円

3 連 複 ��� 8，030円 3 連 単 ��� 97，800円

票 数

単勝票数 計 432803 的中 � 21276（4番人気）
複勝票数 計 604784 的中 � 44356（4番人気）� 22863（8番人気）� 207730（1番人気）
枠連票数 計 122111 的中 （2－8） 1488（13番人気）
馬連票数 計 665238 的中 �� 3224（28番人気）
馬単票数 計 326986 的中 �� 849（52番人気）
ワイド票数 計 629716 的中 �� 4798（28番人気）�� 39786（3番人気）�� 18225（9番人気）
3連複票数 計1054797 的中 ��� 9840（25番人気）
3連単票数 計1320744 的中 ��� 979（234番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．8―12．8―12．4―12．8―13．2―13．8―14．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．8―50．6―1：03．0―1：15．8―1：29．0―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F54．2―3F41．4
1
3
・（6，8）10（1，2）4（3，5）13－12，7－9－11・（6，8，10）（2，4）13（1，5）（3，12）－7（9，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トリストラム �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．12．6 中山3着

2018．3．16生 牡3鹿 母 アントワープ 母母 フランダース 3戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンスパーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月23日まで平地競

走に出走できない。

第１回 中山競馬 第７日



00075 1月23日 雨 良 （3中山1） 第7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

36 フロムディスタンス 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 554＋ 81：14．3 1．9�
48 カ ラ ハ リ �3鹿 56 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 大栄牧場 426－ 6 〃 クビ 22．6�
35 トーセンアルル 牝3栗 54 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 488＋ 6 〃 アタマ 6．6�
816 ハ テ ン コ ウ 牡3栗 56 吉田 豊村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 シグラップファーム 432－ 21：14．83 23．0�
11 アラカザーム 牝3栗 54 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 454± 0 〃 クビ 29．5	
714 ア ラ メ ア 牝3鹿 54 津村 明秀落合 幸弘氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 446－ 41：15．32� 63．3

47 タツセンジンムソウ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 髙幸氏 古賀 史生 新ひだか ニッコウファーム 484＋ 2 〃 ハナ 151．3�
713 グラスクアドラ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介半沢� 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 444＋ 4 〃 クビ 25．2
510 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 452－ 21：15．51 11．3�
59 ニ シ ノ ミ ウ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗西山 茂行氏 中舘 英二 日高 道見牧場 446－ 8 〃 � 6．4�
612 サンシルビア 牝3鹿 54 丸田 恭介諸岡 慶氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 454－ 41：15．81� 102．7�
23 アイリーライフ 牝3鹿 54 横山 武史 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 下河辺牧場 456＋ 6 〃 クビ 7．9�
24 クマノコドウ 牡3鹿 56 野中悠太郎竹本いずみ氏 柄崎 孝 日高 渋谷 健作 404－ 41：15．9� 145．0�
611 マルブツブリッツ 牡3鹿 56 木幡 初也大澤 利久氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本牧場 444＋ 41：16．43 118．1�
815 レゾンデートル 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 上井農場 434＋ 2 〃 アタマ 86．3�
12 マニフィック 牝3黒鹿54 嶋田 純次後藤 英成氏 武市 康男 日高 宝寄山 拓樹 398＋ 21：17．14 143．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，957，600円 複勝： 64，964，800円 枠連： 14，293，000円
馬連： 66，811，900円 馬単： 29，619，700円 ワイド： 59，789，300円
3連複： 105，153，000円 3連単： 113，312，600円 計： 496，901，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 320円 � 160円 枠 連（3－4） 1，560円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 510円 �� 310円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 12，220円

票 数

単勝票数 計 429576 的中 � 172791（1番人気）
複勝票数 計 649648 的中 � 173869（1番人気）� 37134（6番人気）� 101888（2番人気）
枠連票数 計 142930 的中 （3－4） 7091（7番人気）
馬連票数 計 668119 的中 �� 30506（5番人気）
馬単票数 計 296197 的中 �� 10111（7番人気）
ワイド票数 計 597893 的中 �� 29548（5番人気）�� 54071（1番人気）�� 11107（15番人気）
3連複票数 計1051530 的中 ��� 25233（8番人気）
3連単票数 計1133126 的中 ��� 6720（27番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．1―12．6―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．7―48．3―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フロムディスタンス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Harlan’s Holiday デビュー 2020．11．21 東京3着

2018．4．16生 牡3鹿 母 ハーランズルビー 母母 Smiling Eyes 2戦1勝 賞金 6，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 イサチルプリンス号

00076 1月23日 雨 良 （3中山1） 第7日 第4競走 ��1，200�3歳新馬
発走11時40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

611 ハイオプターレ 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 528 ―1：14．5 2．4�
36 フォルトゥナータ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小西 一男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：14．6アタマ 5．2�
510� ブリリアントパーク 牝3鹿 54 江田 照男ゴドルフィン 栗田 徹 英 Laundry Cot-

tage Stud Farm 464 ―1：14．71 15．4�
11 ネロメルレット 牝3青 54 木幡 巧也髙樽さゆり氏 松山 将樹 浦河 ディアレスト

クラブ 422 ―1：14．8クビ 59．6�
12 � ス ポ イ ル ド 牝3鹿 54 C．ルメールゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Godolphin 468 ―1：15．01� 3．4	
59 シゲルカチョウホサ 牝3鹿 54 岩部 純二森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか グローリーファーム 478 ― 〃 クビ 170．9

815 ブレイキンルース 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗石井 義人氏 中川 公成 新ひだか 上野 正恵 418 ―1：15．21� 34．6�
48 トライアンドゴール 牡3鹿 56 田中 勝春藤沼 利夫氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 408 ― 〃 ハナ 97．5�
35 � ミ ラ テ ィ オ 牝3芦 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 天間 昭一 米 MMM

Stables 536 ―1：15．73 8．8
24 プリオールトップ 牝3黒鹿54 柴田 善臣小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 430 ― 〃 ハナ 138．8�
47 ヴィクトリアブーケ 牝3芦 54 柴田 大知佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 394 ―1：15．91� 33．4�
713 フェスティヴポン 牝3栗 54 宮崎 北斗臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 村上 進治 408 ―1：16．0� 94．1�
23 グレナディエ 牝3黒鹿54 木幡 初也 �社台レースホース武市 康男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448 ― 〃 クビ 21．1�
714 ハーツトリップ 牡3黒鹿56 伊藤 工真成富 直行氏 勢司 和浩 日高 長谷部牧場 500 ―1：16．31� 114．0�
816 キャッツミュー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 458 ―1：16．4� 60．3�
612 ジョンジョンブーム 牡3鹿 56 武士沢友治小田 吉男氏 武井 亮 新冠トモファーム 478 ―1：21．7大差 117．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，059，000円 複勝： 45，284，100円 枠連： 13，918，000円
馬連： 56，419，100円 馬単： 27，762，700円 ワイド： 45，737，500円
3連複： 81，102，000円 3連単： 95，784，700円 計： 407，067，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 160円 � 300円 枠 連（3－6） 580円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 340円 �� 600円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 計 410590 的中 � 132469（1番人気）
複勝票数 計 452841 的中 � 97991（1番人気）� 75718（3番人気）� 29854（5番人気）
枠連票数 計 139180 的中 （3－6） 18378（3番人気）
馬連票数 計 564191 的中 �� 52209（3番人気）
馬単票数 計 277627 的中 �� 13868（4番人気）
ワイド票数 計 457375 的中 �� 37718（2番人気）�� 19115（7番人気）�� 12394（10番人気）
3連複票数 計 811020 的中 ��� 22592（7番人気）
3連単票数 計 957847 的中 ��� 6539（20番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―13．1―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．9―48．0―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイオプターレ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2018．4．21生 牡3栗 母 ピサノバーキン 母母 ビ バ ム ー ル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ブレイキンルース号の調教師中川公成は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョンジョンブーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月23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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アナマリー号・ヴィントラオフ号・タマモアンドロメダ号・ツカサ号・トゥーパンクス号・ブレード号・ボンマルコ号・

ミスアクエリアス号・ランボボーイ号



00077 1月23日 雨 稍重 （3中山1） 第7日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時30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
1：30．3
1：30．3

良
良

48 � シュバルツカイザー 牡3芦 56 大野 拓弥ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross
Moorhead 498＋ 21：36．2 24．0�

611 マイネルダンク 牡3芦 56 柴田 大知 �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 438＋ 21：36．41� 17．3�

815 ココリホウオウ 牡3鹿 56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 476－ 21：36．71� 9．9�
36 ウエスタンエポナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426± 0 〃 アタマ 6．6�
24 エクセルローグ 牡3青鹿56 横山 武史谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 466－ 21：36．8� 5．2�
12 アオイカツマ 牡3鹿 56 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 21：37．22� 8．0	
35 マイヨアポア 牝3鹿 54 石橋 脩 
スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 460＋ 41：37．41 2．9�
59 ニシノソメイノ 牝3黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 414＋ 61：37．5� 12．0�
816 ウ ィ ス ク 牝3黒鹿54 吉田 豊 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 422＋ 41：37．6� 141．0
510 イヤーズストレイト 牝3黒鹿54 田辺 裕信松田 幸生氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 428－ 21：37．91� 64．5�
11 ト ピ ッ ク ス 牡3鹿 56 M．デムーロ齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：38．11� 12．5�
23 ム テ ィ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗木部 厳生氏 堀井 雅広 日高 木部ファーム 432＋ 21：38．42 143．7�
714 ブ レ リ ア 牝3青鹿54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：38．82� 32．0�
612� フリージアテソーロ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 英 Kenji Ryo-

tokuji 474 ―1：38．9� 148．1�
713 スズロビンソン 牡3鹿 56 武士沢友治森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 490＋141：39．32 160．1�
47 ベルウッドサンキュ 牡3栗 56 木幡 巧也鈴木 照雄氏 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 458＋ 61：40．04 76．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，813，500円 複勝： 76，979，100円 枠連： 15，641，100円
馬連： 76，427，800円 馬単： 30，752，500円 ワイド： 68，222，200円
3連複： 119，165，400円 3連単： 115，140，900円 計： 547，142，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 670円 � 440円 � 330円 枠 連（4－6） 9，780円

馬 連 �� 14，950円 馬 単 �� 34，520円

ワ イ ド �� 4，010円 �� 3，040円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 39，790円 3 連 単 ��� 391，910円

票 数

単勝票数 計 448135 的中 � 14891（9番人気）
複勝票数 計 769791 的中 � 28097（9番人気）� 45864（8番人気）� 66992（5番人気）
枠連票数 計 156411 的中 （4－6） 1239（27番人気）
馬連票数 計 764278 的中 �� 3961（41番人気）
馬単票数 計 307525 的中 �� 668（88番人気）
ワイド票数 計 682222 的中 �� 4354（40番人気）�� 5784（37番人気）�� 7763（28番人気）
3連複票数 計1191654 的中 ��� 2246（111番人気）
3連単票数 計1151409 的中 ��� 213（857番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―11．7―12．3―12．6―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．5―46．2―58．5―1：11．1―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7

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

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

�シュバルツカイザー �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Nashwan デビュー 2020．8．15 新潟5着

2018．2．17生 牡3芦 母 Fashionable 母母 Fine Detail 3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヤマニンジャベリン号・ユキヤコンコン号

00078 1月23日 雨 稍重 （3中山1） 第7日 第6競走 1，800�3歳新馬
発走13時05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
1：48．5
1：47．6

重
重

55 オセアジャスティス 牡3鹿 56 C．ルメール IHR 加藤 征弘 新ひだか 土田 和男 516 ―2：00．0 2．7�
78 ゼ ー タ 牡3青鹿56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 クビ 6．7�
89 コヨキチセブン 牡3栗 56 石川裕紀人折井 祐介氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 562 ―2：00．74 8．6�
66 トラストドーベル 牝3黒鹿54 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 484 ―2：01．23 4．1�
44 サノノイーグル 牡3黒鹿56 石橋 脩佐野 信幸氏 栗田 徹 浦河 谷川牧場 494 ―2：01．3� 7．6�
22 ワンダーイチョウ 牡3鹿 56 宮崎 北斗山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 492 ―2：01．62 20．2�
77 ポ ン フ ー 牡3黒鹿56 横山 武史	ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 490 ―2：02．45 7．8

33 ローズトピアリー 牝3鹿 54 内田 博幸	明栄商事 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 492 ―2：02．71� 32．8�
810 ヒロノサミット 牡3鹿 56 木幡 巧也小野 博郷氏 牧 光二 清水 小野瀬 竜馬 502 ―2：03．12� 97．2�
11 サムライブレード 牡3芦 56 北村 宏司玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 540 ―2：03．3� 31．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，829，600円 複勝： 48，046，200円 枠連： 10，036，800円
馬連： 59，073，300円 馬単： 28，466，600円 ワイド： 44，489，300円
3連複： 75，401，600円 3連単： 104，398，700円 計： 412，742，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 200円 � 200円 枠 連（5－7） 560円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 400円 �� 560円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 15，690円

票 数

単勝票数 計 428296 的中 � 125548（1番人気）
複勝票数 計 480462 的中 � 100701（1番人気）� 58445（4番人気）� 56296（5番人気）
枠連票数 計 100368 的中 （5－7） 13741（2番人気）
馬連票数 計 590733 的中 �� 34971（3番人気）
馬単票数 計 284666 的中 �� 9578（6番人気）
ワイド票数 計 444893 的中 �� 29998（2番人気）�� 20315（7番人気）�� 14299（12番人気）
3連複票数 計 754016 的中 ��� 15294（16番人気）
3連単票数 計1043987 的中 ��� 4824（47番人気）

ハロンタイム 13．0―12．9―14．0―14．1―13．6―13．1―13．0―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．9―39．9―54．0―1：07．6―1：20．7―1：33．7―1：46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．3
1
3
5，8，6（2，3）（4，9）－10－7＝1・（5，8，6）（2，9）（3，4）－10，7，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オセアジャスティス �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2018．3．22生 牡3鹿 母 グラシエトウショウ 母母 キートウショウ 1戦1勝 賞金 6，000，000円



00079 1月23日 雨 稍重 （3中山1） 第7日 第7競走 ��
��1，200�3歳1勝クラス

発走13時35分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

713 リ メ ス 牡3栗 56 C．ルメール�桑田牧場 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 462－ 41：11．5 3．4�
36 ディオスクーロイ 牡3栗 56 津村 明秀野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 杵臼牧場 488＋ 21：11．71 21．4�
510� リンカーンテソーロ 牡3栗 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米 Stonehaven
Steadings 470－ 4 〃 クビ 15．2�

815 プリティインピンク 牝3黒鹿 54
51 ▲原 優介新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 414＋ 21：11．8� 39．1�

48 キ ミ ワ テ ル 牡3栗 56 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：11．9アタマ 47．7	
24 ノアヴィグラス 牝3栗 54 吉田 豊佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 464－ 2 〃 クビ 21．2

47 パ ル デ ン ス 牡3鹿 56 田辺 裕信山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 496＋ 41：12．0アタマ 3．7�
59 サイファーシチー 牡3栗 56 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486＋101：12．21	 13．1�
816 ロードミッドナイト 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 B510＋ 61：12．73 18．4
714 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 496－ 6 〃 ハナ 36．3�
12 ヒロインカラーズ 牝3黒鹿54 柴田 大知鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 464± 01：12．8
 126．3�
23 � マブストーク 牡3鹿 56 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 484＋ 41：13．01 20．1�
11 � 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 522－101：13．1� 153．1�
611 フクノラプラーニュ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行福島 祐子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 B470－ 61：13．2� 168．9�
612 エンテレケイア 牡3栗 56 戸崎 圭太小田 吉男氏 岩戸 孝樹 浦河 谷川牧場 500＋ 41：13．62� 4．6�
35 マイグレーション 牡3黒鹿56 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 494± 0 〃 クビ 22．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，377，800円 複勝： 81，941，900円 枠連： 17，515，800円
馬連： 93，142，000円 馬単： 39，191，000円 ワイド： 81，476，300円
3連複： 147，865，000円 3連単： 136，523，900円 計： 650，033，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 190円 � 560円 � 400円 枠 連（3－7） 1，660円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，100円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 16，380円 3 連 単 ��� 67，840円

票 数

単勝票数 計 523778 的中 � 121891（1番人気）
複勝票数 計 819419 的中 � 143005（3番人気）� 32687（10番人気）� 48146（5番人気）
枠連票数 計 175158 的中 （3－7） 8151（7番人気）
馬連票数 計 931420 的中 �� 18606（13番人気）
馬単票数 計 391910 的中 �� 4911（16番人気）
ワイド票数 計 814763 的中 �� 15429（11番人気）�� 19532（6番人気）�� 4769（44番人気）
3連複票数 計1478650 的中 ��� 6769（44番人気）
3連単票数 計1365239 的中 ��� 1459（197番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．3―12．0―12．1―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．6―45．6―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ メ ス �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．6．14 函館1着

2018．1．16生 牡3栗 母 ケイティマイヒメ 母母 ラスキンウォーク 6戦2勝 賞金 21，250，000円
〔制裁〕 ゴデレッチョ号の調教師南田美知雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ディオスクーロイ号の騎手津村明秀は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4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 ニシノライトニング号

00080 1月23日 雨 稍重 （3中山1） 第7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

711 サンビュート �4栗 56 北村 宏司 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社
ケイズ 494＋ 21：55．7 6．0�

712� アメリカンフェイス 牡4栗 56 C．ルメール �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George
Krikorian 486＋ 61：55．8クビ 1．8�

57 チュウワジョーダン �4黒鹿56 三浦 皇成中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 444－ 41：56．11� 5．9�
610 ハイエストエンド �4栗 56 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 490－ 41：56．21 27．7�
58 コ ス モ オ リ 牡4栗 56 柴田 大知 �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 B454－ 21：56．83	 54．2	
33 
 ヌ ン カ プ ト 牡4鹿 56 大野 拓弥ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 446＋ 21：57．22 35．0

69 � グーガルドリームズ �4黒鹿56 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako

Fujita 484－ 61：58．15 51．2�
22 ロードダヴィンチ 牡6鹿 57 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 522＋ 21：58．2	 69．9�
46 クリノクーニング 牡6鹿 57 江田 照男栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 468± 01：58．3� 79．0
813 サトノレガリア 牡4栗 56 横山 武史 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 510＋ 81：58．4クビ 26．2�
11 ドノスティア �4黒鹿56 内田 博幸村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 542＋ 41：58．5	 41．5�
45 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 B512－ 21：58．6	 7．5�
34 アシェットデセール 牡4青鹿56 武藤 雅 �キャロットファーム 小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋141：59．98 23．9�
814�
 パーセプトロン 牡4鹿 56 田中 勝春杉浦 和也氏 浅野洋一郎 愛 Miss Vivien

Cullen 518＋ 32：00．21	 145．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，426，800円 複勝： 76，077，900円 枠連： 16，958，300円
馬連： 87，154，000円 馬単： 45，150，400円 ワイド： 77，389，800円
3連複： 127，227，900円 3連単： 176，475，600円 計： 657，860，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 140円 � 110円 � 150円 枠 連（7－7） 580円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 200円 �� 460円 �� 230円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 6，570円

票 数

単勝票数 計 514268 的中 � 68392（3番人気）
複勝票数 計 760779 的中 � 121927（2番人気）� 254541（1番人気）� 97994（3番人気）
枠連票数 計 169583 的中 （7－7） 22410（3番人気）
馬連票数 計 871540 的中 �� 127240（2番人気）
馬単票数 計 451504 的中 �� 22978（4番人気）
ワイド票数 計 773898 的中 �� 107611（1番人気）�� 36007（4番人気）�� 88010（2番人気）
3連複票数 計1272279 的中 ��� 112928（1番人気）
3連単票数 計1764756 的中 ��� 19465（8番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．7―13．6―12．7―12．1―12．5―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．8―52．4―1：05．1―1：17．2―1：29．7―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンビュート �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Theatrical デビュー 2019．10．26 東京7着

2017．5．22生 �4栗 母 チャームエンジェル 母母 Durability 10戦2勝 賞金 20，900，000円
〔制裁〕 パーセプトロン号の騎手田中勝春は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・12番）



00081 1月23日 雨 稍重 （3中山1） 第7日 第9競走 ��2，000�
し の の め

東 雲 賞
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （芝・右）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

88 クロミナンス 牡4鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 42：06．2 1．5�

11 ストークダバノン 牡4栗 56 横山 武史 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 508－ 22：06．62� 5．4�
66 ルトロヴァイユ 牝4鹿 54 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 洞�湖 レイクヴィラファーム 476－ 2 〃 クビ 9．9�
22 マイネルステレール 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 42：07．02 14．2�
55 デルマウオッカ 牡6鹿 57 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 512－ 22：07．53 73．8	
77 ショワドゥロワ 牡7黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 524＋ 42：07．6クビ 43．8

33 � ブルーエクセレンス 牡5青鹿57 戸崎 圭太ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 42：07．91	 4．9�
44 マックスアン 牡5栗 57 津村 明秀 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 490＋ 4 〃 � 84．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 57，610，900円 複勝： 138，275，200円 枠連： 発売なし
馬連： 77，642，400円 馬単： 50，983，300円 ワイド： 52，062，500円
3連複： 94，048，400円 3連単： 269，234，500円 計： 739，857，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 210円 �� 240円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 2，330円

票 数

単勝票数 計 576109 的中 � 297204（1番人気）
複勝票数 計1382752 的中 � 971364（1番人気）� 87442（3番人気）� 79969（4番人気）
馬連票数 計 776424 的中 �� 131328（2番人気）
馬単票数 計 509833 的中 �� 62053（2番人気）
ワイド票数 計 520625 的中 �� 70488（2番人気）�� 56824（3番人気）�� 21246（8番人気）
3連複票数 計 940484 的中 ��� 70026（4番人気）
3連単票数 計2692345 的中 ��� 83424（6番人気）

ハロンタイム 13．5―12．4―13．3―12．6―13．0―12．4―12．5―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．9―39．2―51．8―1：04．8―1：17．2―1：29．7―1：41．8―1：53．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
・（6，8）5－3，2（1，7）4
6，8（2，5）3，7，1，4

2
4
6，8－5－3，2，7，1，4
6（8，5）2（1，3，7）－4

勝馬の
紹 介

クロミナンス 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．10．5 東京3着

2017．2．14生 牡4鹿 母 イリュミナンス 母母 ス キ ッ フ ル 4戦3勝 賞金 29，696，000円

00082 1月23日 雨 稍重 （3中山1） 第7日 第10競走 1，800�
はつあかね

初 茜 賞
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （ダート・右）

牝，4歳以上，2勝クラス；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

814 レトロフィット 牝5鹿 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 494＋141：55．0 19．1�
610 カリーニョミノル 牝7鹿 55 戸崎 圭太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 502± 01：55．1クビ 7．3�
45 ペイシャキュウ 牝5鹿 55 丸田 恭介北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 442＋ 2 〃 クビ 5．3�
58 ストラトフォード 牝5鹿 55 江田 照男下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B504＋ 61：55．52� 62．0�
711 ワンダーマンボ 牝5黒鹿55 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 468± 01：55．6クビ 9．6�
57 オデュッセイア 牝6栗 55 津村 明秀吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 486＋ 21：55．81� 25．4�
34 フラッシングジェム 牝5青鹿55 北村 宏司 	社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 472－ 41：55．9クビ 26．0

813� フ ワ ト ロ 牝6鹿 55 柴田 大知佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 498＋141：56．11� 23．8�
11 ピクシーメイデン 牝5鹿 55 C．ルメールゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 61：56．2アタマ 2．0�
69 アラゴネーゼ 牝5芦 55 武藤 雅G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 492＋101：56．3� 53．3�
712 プリモダヴィンチ 牝5黒鹿55 田中 勝春	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 470－101：56．62 31．0�
46 � ココリモアナ 牝6鹿 55 内田 博幸美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 460± 01：56．92 81．8�
22 ギフトオブアート 牝5鹿 55 木幡 巧也ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 21：58．17 22．9�
33 ナスノフォルテ 牝4黒鹿54 三浦 皇成�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 488＋161：59．710 22．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 66，553，500円 複勝： 98，861，500円 枠連： 26，932，000円
馬連： 140，020，100円 馬単： 63，003，000円 ワイド： 110，936，400円
3連複： 218，393，800円 3連単： 258，029，100円 計： 982，729，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 360円 � 210円 � 210円 枠 連（6－8） 2，940円

馬 連 �� 6，700円 馬 単 �� 15，290円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，450円 �� 640円

3 連 複 ��� 10，770円 3 連 単 ��� 88，950円

票 数

単勝票数 計 665535 的中 � 27794（5番人気）
複勝票数 計 988615 的中 � 61555（5番人気）� 127045（3番人気）� 135262（2番人気）
枠連票数 計 269320 的中 （6－8） 7096（11番人気）
馬連票数 計1400201 的中 �� 16187（21番人気）
馬単票数 計 630030 的中 �� 3089（43番人気）
ワイド票数 計1109364 的中 �� 18602（17番人気）�� 19152（15番人気）�� 46840（4番人気）
3連複票数 計2183938 的中 ��� 15197（34番人気）
3連単票数 計2580291 的中 ��� 2103（279番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．4―38．5―51．6―1：04．0―1：16．2―1：28．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．8
1
3
1，6，9－2，4（8，5）（13，10）（3，12）7－14，11・（1，6，9）（4，5）（2，8，10）（7，13，12）（3，11，14）

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

勝馬の
紹 介

レトロフィット �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2018．11．17 東京7着

2016．4．8生 牝5鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip 14戦3勝 賞金 39，401，000円



00083 1月23日 雨 重 （3中山1） 第7日 第11競走 ��1，800�
は つ ふ じ

初富士ステークス
発走15時45分 （芝・右）
4歳以上，3勝クラス，2．1．25以降3．1．17まで1回以上出走馬；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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

814 ドナアトラエンテ 牝5黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468＋141：50．6 2．9�
57 ニシノカツナリ 牡5青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 484＋ 61：50．7クビ 5．6�
610 ワールドヘリテージ 牡6鹿 54 大野 拓弥谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 464＋ 41：50．8� 24．0�
46 ウイングレイテスト 牡4栗 55 横山 武史�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 512＋ 8 〃 クビ 7．3�
11 オスカールビー 牝6鹿 50 原 優介森 保彦氏 小桧山 悟 日高 チャンピオン

ズファーム 516＋ 41：51．11� 69．4	
813 ム ジ カ 牝4鹿 54 戸崎 圭太ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 436－ 41：51．31� 5．2

45 ショウナンバビアナ 牝5青鹿52 野中悠太郎国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 486＋ 21：51．4クビ 67．9�
33 ハーメティキスト 牡5鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 アタマ 13．0�
34 マイネルウィルトス 牡5黒鹿56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 21：51．6� 9．8
712 ソーラーフレア 牡6鹿 54 石川裕紀人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 21：51．71 146．1�
711 ムーンライトナイト 牝6鹿 52 吉田 豊 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 2 〃 アタマ 19．7�
22 エクリリストワール 牡5栗 56 津村 明秀鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 532± 01：52．12 20．6�
69 シングフォーユー 牝5鹿 53 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 480＋ 21：52．2� 34．9�
58 トータルソッカー 牡7栗 54 田中 勝春渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 506＋ 21：52．84 51．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 142，078，700円 複勝： 196，397，800円 枠連： 72，797，900円
馬連： 350，136，500円 馬単： 125，340，500円 ワイド： 255，218，100円
3連複： 583，521，800円 3連単： 647，748，200円 計： 2，373，239，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 180円 � 360円 枠 連（5－8） 500円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，290円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 21，980円

票 数

単勝票数 計1420787 的中 � 389831（1番人気）
複勝票数 計1963978 的中 � 402441（1番人気）� 283770（3番人気）� 107973（7番人気）
枠連票数 計 727979 的中 （5－8） 110964（1番人気）
馬連票数 計3501365 的中 �� 284886（2番人気）
馬単票数 計1253405 的中 �� 66158（2番人気）
ワイド票数 計2552181 的中 �� 148081（2番人気）�� 49122（17番人気）�� 32711（27番人気）
3連複票数 計5835218 的中 ��� 64004（20番人気）
3連単票数 計6477482 的中 ��� 21360（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．7―36．0―47．9―59．5―1：11．5―1：24．2―1：36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドナアトラエンテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー 2018．8．5 新潟1着

2016．1．24生 牝5黒鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 9戦4勝 賞金 72，177，000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） 5頭 ハイアーグラウンド号・フォルコメン号・レオコックブルー号・レオンドーロ号・レッドヴァール号

00084 1月23日 雨 重 （3中山1） 第7日 第12競走 2，200�4歳以上1勝クラス
発走16時25分 （芝・右・外）

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
2：10．1
2：09．7

良
良

47 マイネルミュトス 牡5青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 22：20．3 6．6�

59 ナリノモンターニュ 牡4黒鹿56 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 502－ 22：20．4クビ 18．2�
12 アイブランコ 牡4栗 56 内田 博幸ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 510＋ 22：20．61� 17．8�
11 ヒューマンコメディ 牝4黒鹿54 M．デムーロ野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 484＋ 42：20．7� 22．2�
510 エクセレントラン 牡4鹿 56 柴田 善臣田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 488＋14 〃 ハナ 3．9�
24 ラヴィンジャー 牝5黒鹿55 戸崎 圭太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 432＋182：21．23 5．9	
714 マイネルデステリョ 牡4黒鹿56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 4 〃 ハナ 12．3

23 グレルグリーン 牡5黒鹿57 木幡 巧也斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 470＋182：21．3� 132．7�
36 インペリアルフィズ 牡7栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B484＋ 62：21．62 21．9
713 ビートザウイングス �4栗 56 武藤 雅 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B480± 0 〃 ハナ 6．4�
48 トウカイオルデン 牡6鹿 57 野中悠太郎内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B482＋ 42：21．7� 62．5�
815 ジューンバラード 牝5青鹿 55

52 ▲小林 脩斗吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 436± 02：22．65 73．2�
612 ミッキーパンチ 牡4栗 56 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472＋102：23．02 6．8�
611� ブラックデビル �6鹿 57 石川裕紀人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 488＋122：23．32 25．5�
816 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± 0 〃 ハナ 71．9�
35 � パルスレート 牝5鹿 55

52 ▲原 優介坂本 守孝氏 星野 忍 安平 ノーザンファーム 466＋ 82：23．72 194．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 94，340，100円 複勝： 148，414，400円 枠連： 41，179，800円
馬連： 194，636，300円 馬単： 69，181，400円 ワイド： 165，539，000円
3連複： 317，471，100円 3連単： 330，679，400円 計： 1，361，441，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 460円 � 510円 枠 連（4－5） 1，030円

馬 連 �� 6，670円 馬 単 �� 11，580円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 1，610円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 26，710円 3 連 単 ��� 133，040円

票 数

単勝票数 計 943401 的中 � 113300（4番人気）
複勝票数 計1484144 的中 � 204348（2番人気）� 78686（8番人気）� 69895（9番人気）
枠連票数 計 411798 的中 （4－5） 30787（3番人気）
馬連票数 計1946363 的中 �� 22589（26番人気）
馬単票数 計 691814 的中 �� 4477（44番人気）
ワイド票数 計1655390 的中 �� 20963（26番人気）�� 26762（16番人気）�� 11740（46番人気）
3連複票数 計3174711 的中 ��� 8913（91番人気）
3連単票数 計3306794 的中 ��� 1802（466番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．6―24．7―38．4―52．0―1：05．1―1：17．7―1：30．1―1：42．4―1：55．2―2：07．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルミュトス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．10．14 京都5着

2016．4．13生 牡5青 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 24戦2勝 賞金 47，212，000円



（3中山1）第7日 1月23日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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

195，890，000円
8，510，000円
23，390，000円
1，140，000円
21，690，000円
72，628，500円
4，647，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
732，925，100円
1，111，904，400円
254，291，400円
1，336，874，000円
583，898，100円
1，089，872，700円
2，085，079，900円
2，530，655，000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 9，725，500，600円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回中山競馬第7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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