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00085 1月24日 雨 不良 （3中山1） 第8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

816 ア イ ス マ ン 牡3芦 56 M．デムーロ岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458＋ 21：12．2 1．8�

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 484－ 21：12．4� 8．0�

713 ショウナンアドール 牝3鹿 54 横山 武史国本 哲秀氏 加藤士津八 新冠 ムラカミファーム 454＋ 21：12．71� 5．8�
24 イルクオーレ 牡3鹿 56 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 508＋14 〃 クビ 10．2�
59 マスケティアーズ 牡3黒鹿56 杉原 誠人加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 468＋ 61：13．01� 229．4�
510 スマイルハライト 牝3栗 54 大野 拓弥松野 真一氏 松山 将樹 浦河 横山 浩司 434＋ 21：13．1� 18．7	
815 ミュークルークス 牡3鹿 56 武士沢友治庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 片山牧場 462＋10 〃 アタマ 94．6

48 レラシオネス 牡3黒鹿56 柴田 大知谷口 祐人氏 勢司 和浩 新冠 プログレスファーム 446－ 4 〃 ハナ 30．6�
714 カンタベリーマッハ 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 510＋ 2 〃 ハナ 10．6�
612 ヴィットリオーザ 牡3鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 496－161：13．2� 104．3
36 フジグランツ 牝3鹿 54 江田 照男荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 440＋121：13．94 19．2�
611 アグレッシブ 牡3鹿 56 柴山 雄一平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 448－ 41：14．43 207．7�
35 ラッキーベルン 牝3鹿 54 池添 謙一四本 昭弘氏 加藤 和宏 浦河 アイオイファーム 434＋ 21：14．5� 29．5�
11 ニシノサラマ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー
クスタツド 440－ 21：14．81� 136．8�

23 キタノフェスタ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗北所 直人氏 天間 昭一 日高 シンボリ牧場 392± 01：14．91 287．0�
12 トウショウピボット 牡3黒鹿56 岩部 純二トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B428－ 41：15．96 187．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，699，300円 複勝： 58，452，900円 枠連： 13，837，100円
馬連： 70，055，000円 馬単： 30，444，100円 ワイド： 58，814，800円
3連複： 109，466，800円 3連単： 113，319，800円 計： 496，089，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（4－8） 550円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 290円 �� 300円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 5，510円

票 数

単勝票数 計 416993 的中 � 181928（1番人気）
複勝票数 計 584529 的中 � 202230（1番人気）� 78115（2番人気）� 66387（3番人気）
枠連票数 計 138371 的中 （4－8） 19387（2番人気）
馬連票数 計 700550 的中 �� 66776（2番人気）
馬単票数 計 304441 的中 �� 20216（2番人気）
ワイド票数 計 588148 的中 �� 56056（1番人気）�� 53275（2番人気）�� 16607（10番人気）
3連複票数 計1094668 的中 ��� 52923（2番人気）
3連単票数 計1133198 的中 ��� 14906（2番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―12．4―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．2―46．6―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．0
3 ・（14，7）（10，16）8，6（13，15）－4，9－（5，3，12）－（1，11）2 4 ・（14，7）16，10（6，8，13）15，4，9－12（5，3）－11，1－2

勝馬の
紹 介

ア イ ス マ ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．5 新潟7着

2018．5．20生 牡3芦 母 ラプザントゥール 母母 アラマサダンサー 6戦1勝 賞金 11，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ナンヨーノワール号

00086 1月24日 雨 不良 （3中山1） 第8日 第2競走 1，800�3歳未勝利
発走10時40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

610 デリシュレーヌ 牝3青鹿54 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 478－ 41：55．1 5．4�
57 スティルライフ 牝3黒鹿54 丸田 恭介藤井 孝治氏 黒岩 陽一 新ひだか 野坂牧場 460＋ 41：55．63 5．4�
58 キアヌマウナ 牝3鹿 54 柴田 大知�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 502－ 21：55．92 9．7�
711 ペイシャクェーサー 牝3鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 462± 0 〃 クビ 8．1�
69 ノーティーガール 牝3栗 54 戸崎 圭太藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 白井牧場 B470－ 41：56．11� 4．9�
814 アルバトリア 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 444＋ 21：56．62� 14．0	
712 アドヴェントイヴ 牝3青鹿54 大野 拓弥廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 株式会社

ASK STUD 468＋ 61：56．7� 5．8

34 ロイヤルブライド 牝3青 54 津村 明秀柴田 洋一氏 林 徹 浦河 鎌田 正嗣 444＋ 21：57．44 23．0�
46 キャニオニング 牝3鹿 54 横山 武史吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 436± 01：58．25 21．6�
11 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 10．4
45 イッツライフ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 442－101：59．12� 239．8�
22 エクメディフラワー 牝3鹿 54 柴山 雄一橋本慎太郎氏 深山 雅史 新ひだか 下屋敷牧場 454－101：59．73� 80．5�
813 ペイシャキララ 牝3栗 54

51 ▲原 優介北所 直人氏 石栗 龍彦 浦河 大西ファーム 392－ 22：01．18 263．7�
33 ビ ギ ニ ン グ 牝3栗 54 高野 和馬手嶋 康雄氏 小手川 準 浦河 小島牧場 430＋ 4 （競走中止） 156．2�
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売 得 金
単勝： 38，501，700円 複勝： 64，710，700円 枠連： 17，061，800円
馬連： 77，515，000円 馬単： 30，692，600円 ワイド： 63，897，100円
3連複： 118，949，000円 3連単： 115，280，900円 計： 526，608，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 180円 � 270円 枠 連（5－6） 410円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 450円 �� 740円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 11，160円

票 数

単勝票数 計 385017 的中 � 56338（3番人気）
複勝票数 計 647107 的中 � 100677（1番人気）� 99660（2番人気）� 52828（7番人気）
枠連票数 計 170618 的中 （5－6） 31627（1番人気）
馬連票数 計 775150 的中 �� 50305（1番人気）
馬単票数 計 306926 的中 �� 9431（1番人気）
ワイド票数 計 638971 的中 �� 37212（1番人気）�� 21312（10番人気）�� 31253（2番人気）
3連複票数 計1189490 的中 ��� 36802（1番人気）
3連単票数 計1152809 的中 ��� 7488（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．0―12．8―12．6―12．6―13．2―13．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．6―50．4―1：03．0―1：15．6―1：28．8―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．5
1
3
9，4（1，11）2，14，12，10（6，13）7－8，5
9，4，11（1，12，14）10－（2，7）－（13，8）＝（6，5）

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

勝馬の
紹 介

デリシュレーヌ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2020．9．26 中山8着

2018．3．9生 牝3青鹿 母 ブラックシュガー 母母 キシュウソウシュウ 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔競走中止〕 ビギニング号は，発走後まもなく異常歩様となったため競走中止。
〔調教再審査〕 ビギニング号は，発走後まもなく異常歩様となっ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〕 ペイシャキララ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月24日まで平地競走

に出走できない。

第１回 中山競馬 第８日



00087 1月24日 雨 不良 （3中山1） 第8日 第3競走 ��1，800�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
1：48．5
1：47．6

重
重

23 スクリーンプロセス 牡3青鹿56 横山 武史 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 538± 01：54．6 3．3�
815 オブデュモンド 牡3黒鹿56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 520± 01：54．81� 5．0�
58 スズノイナズマ 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 468＋ 81：55．11� 163．0�
34 コスモコラッジョ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 486± 0 〃 アタマ 6．7�
611 ショウナンカホウ 牡3鹿 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 542＋ 4 〃 アタマ 5．1�
712 ガ レ ア 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 462－ 41：55．84 95．2	
814 エンドステージ 牡3栗 56 柴田 善臣岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤沢牧場 516－ 2 〃 クビ 55．5

713 ロードバイファル 牡3栗 56 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか 広田牧場 B514－12 〃 ハナ 90．2�
59 マイネルシェルム 牡3栗 56 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 61：56．22� 39．1
47 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 452＋ 21：56．3クビ 20．3�
22 トーセンエディ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 560＋ 6 〃 クビ 4．2�
610 サンデイビス 牡3芦 56 蛯名 正義 �加藤ステーブル 小野 次郎 日高 株式会社

ケイズ 502＋121：56．4� 70．4�
46 パープルレイン 牡3鹿 56 津村 明秀山本 長恭氏 奥村 武 安平 追分ファーム B514＋101：56．82� 81．7�
11 トゥインクルタワー 牡3栗 56 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 478＋ 61：59．0大差 53．7�
35 アヴニールファミユ 牡3青鹿56 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 岡野牧場 434＋102：00．06 165．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，993，300円 複勝： 63，092，100円 枠連： 13，183，300円
馬連： 73，764，900円 馬単： 33，209，400円 ワイド： 63，640，000円
3連複： 107，680，800円 3連単： 122，414，600円 計： 518，978，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 220円 � 3，360円 枠 連（2－8） 630円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 480円 �� 8，180円 �� 12，610円

3 連 複 ��� 48，470円 3 連 単 ��� 148，410円

票 数

単勝票数 計 419933 的中 � 101613（1番人気）
複勝票数 計 630921 的中 � 125518（1番人気）� 76486（5番人気）� 3453（14番人気）
枠連票数 計 131833 的中 （2－8） 16051（4番人気）
馬連票数 計 737649 的中 �� 56619（4番人気）
馬単票数 計 332094 的中 �� 12206（7番人気）
ワイド票数 計 636400 的中 �� 38155（5番人気）�� 1896（55番人気）�� 1226（60番人気）
3連複票数 計1076808 的中 ��� 1666（103番人気）
3連単票数 計1224146 的中 ��� 598（336番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―37．8―51．3―1：03．7―1：15．9―1：28．4―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スクリーンプロセス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．1．5 中山2着

2018．2．4生 牡3青鹿 母 サイレントクロップ 母母 サイレントハピネス 2戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アヴニールファミユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月24日まで平地

競走に出走できない。

00088 1月24日 雨 不良 （3中山1） 第8日 第4競走 1，200�4歳以上1勝クラス
発走11時40分 （ダート・右）

負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：08．5

重
重

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± 01：11．9 3．2�
611 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 B506＋ 4 〃 クビ 4．8�
510 ショウナンバービー 牝4鹿 54 池添 謙一�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 498± 01：12．22 30．9�
713 ケイアイマリブ 牡6鹿 57 石川裕紀人 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 B488－ 21：12．41� 9．6�
47 サ ツ キ マ ス 牝4鹿 54 吉田 豊越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 460＋ 51：12．71� 68．7	
24 � スマートレジーナ 牝5鹿 55 江田 照男大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス

マート 460＋14 〃 クビ 81．8

816 ファインダッシュ 牡9黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B520＋ 8 〃 ハナ 8．7�
48 ヒートライトニング 牝4栗 54 武藤 雅藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 468＋ 21：12．8� 12．2�
59 � ジャックオレンジ �4栗 56 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン

テンファーム B478－13 〃 クビ 45．1
11 メイクアンシー 牡5青鹿 57

54 ▲原 優介チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 470＋161：12．9クビ 13．6�
23 デビルスダンサー 牝4栗 54 津村 明秀前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 434－ 41：13．01 39．7�
612 リアンフィーユ 牝4黒鹿54 大野 拓弥 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 458＋14 〃 ハナ 9．3�
36 バットオールソー 牡6栗 57 横山 武史久保田 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 480＋ 2 〃 ハナ 9．8�
714 サ ナ チ ャ ン 牝4青鹿54 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B432＋ 41：13．1クビ 48．0�
12 ヨシノパナギア 牝4青鹿54 丸田 恭介清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 500± 01：13．2� 188．5�
35 トモジャバロンド 牡5黒鹿57 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 496＋101：13．51� 36．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，611，400円 複勝： 73，131，900円 枠連： 17，883，100円
馬連： 85，924，900円 馬単： 32，540，400円 ワイド： 77，997，600円
3連複： 136，389，000円 3連単： 133，665，000円 計： 599，143，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 160円 � 610円 枠 連（6－8） 380円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，660円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 23，170円

票 数

単勝票数 計 416114 的中 � 101692（1番人気）
複勝票数 計 731319 的中 � 142939（1番人気）� 141792（2番人気）� 21194（9番人気）
枠連票数 計 178831 的中 （6－8） 35981（1番人気）
馬連票数 計 859249 的中 �� 88236（1番人気）
馬単票数 計 325404 的中 �� 21101（1番人気）
ワイド票数 計 779976 的中 �� 78168（1番人気）�� 11107（18番人気）�� 7630（28番人気）
3連複票数 計1363890 的中 ��� 14846（18番人気）
3連単票数 計1336650 的中 ��� 4181（40番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．4―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．7―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイシンウィット �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．9．29 中山9着

2017．4．20生 牡4栗 母 クィーンオブライフ 母母 シネマライフ 13戦2勝 賞金 23，060，000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。
（非当選馬） 1頭 ツインシップ号



00089 1月24日 曇 不良 （3中山1） 第8日 第5競走 2，200�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
2：10．1
2：09．7

良
良

47 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 500－ 42：21．8 2．3�
713 アルビージャ 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 520＋ 62：22．11� 3．4�
59 アインゲーブング 牝3鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 42：22．52� 9．3�
36 レ ナ ト ゥ ス 牡3鹿 56 石橋 脩岡田 牧雄氏 尾関 知人 新冠 小泉 学 444－ 42：22．6� 35．5�
714 ジ ジ 牡3鹿 56 武藤 雅林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 490＋ 22：23．13 8．6	
48 フェアビアンカ 牝3青鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：23．31� 5．9

12 ビ レ イ グ 牡3青鹿56 北村 宏司髙瀬 正志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 496＋ 22：23．61� 107．2�
35 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 424－ 62：24．34 33．1�
816 オリオンテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 490－ 42：24．72 152．7
23 アオイラブリー 牝3栗 54 吉田 豊鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 市川フアーム 434－ 22：24．8� 58．5�
612 エクラサンザレ 牝3芦 54 野中悠太郎後藤 英成氏 菊川 正達 様似 中脇 一幸 430± 02：25．01� 150．6�
24 ルリアンシップ 牝3芦 54 石川裕紀人�下河辺牧場 稲垣 幸雄 日高 下河辺牧場 414＋ 22：25．11 92．7�
11 リ チ ェ ル カ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 468± 02：25．84 121．2�
510 コスモウォークライ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 412＋ 8 〃 ハナ 304．2�
815 レッドスパロー 牡3鹿 56 大野 拓弥野村 茂雄氏 水野 貴広 浦河 杵臼牧場 502＋ 22：27．6大差 80．9�
611 エフティレーヴ 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 432± 02：27．81� 67．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，967，800円 複勝： 70，028，500円 枠連： 18，227，200円
馬連： 79，622，400円 馬単： 35，551，100円 ワイド： 69，682，200円
3連複： 120，167，500円 3連単： 146，442，300円 計： 590，689，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 210円 枠 連（4－7） 230円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 210円 �� 390円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 509678 的中 � 170955（1番人気）
複勝票数 計 700285 的中 � 191062（1番人気）� 129134（2番人気）� 63110（5番人気）
枠連票数 計 182272 的中 （4－7） 60772（1番人気）
馬連票数 計 796224 的中 �� 153506（1番人気）
馬単票数 計 355511 的中 �� 37287（1番人気）
ワイド票数 計 696822 的中 �� 96264（1番人気）�� 41825（4番人気）�� 37481（6番人気）
3連複票数 計1201675 的中 ��� 77219（3番人気）
3連単票数 計1464423 的中 ��� 24016（7番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―13．6―13．6―13．6―13．2―12．7―12．3―12．5―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．9―38．5―52．1―1：05．7―1：18．9―1：31．6―1：43．9―1：56．4―2：08．7

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

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

勝馬の
紹 介

ソーヴァリアント �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．11 東京3着

2018．2．28生 牡3鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 4戦1勝 賞金 8，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドスパロー号・エフティレーヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月

24日まで平地競走に出走できない。

00090 1月24日 曇 不良 （3中山1） 第8日 第6競走 2，000�3歳新馬
発走13時00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

59 カレンレベンティス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464 ―2：08．8 6．4�
611 プレイイットサム 牡3芦 56 三浦 皇成ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 524 ―2：09．01� 10．4�
11 ルージュメサージュ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 472 ―2：09．31� 7．6�
510 グランオフィシエ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 454 ― 〃 アタマ 5．5�
23 イモータルソウル 牡3鹿 56 丸田 恭介ライオンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか 桜井牧場 480 ―2：09．93� 92．8	
47 プレニチュード 牝3栗 54 高倉 稜堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 448 ―2：10．32 66．8

12 イントゥザワールド 牡3鹿 56 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 浦河 荻伏三好フ

アーム 436 ―2：10．83 208．3�
612 タガノフラッデル 牝3黒鹿54 石川裕紀人八木 秀之氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448 ―2：11．01� 21．9�
714 ユ ペ ー ル 牝3鹿 54 武藤 雅�G1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 456 ― 〃 クビ 41．0
36 ロンギングユウタ 牡3栗 56 蛯名 正義坂本 浩一氏 田中 剛 新ひだか 酒井 秀紀 440 ―2：11．63� 41．5�
815 オブザーバー 牝3芦 54 吉田 豊望月 雅博氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 390 ―2：11．81� 205．3�
24 ヴ ァ ル ガ ス 牡3鹿 56 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 500 ―2：12．12 2．2�
816 カフェテオドーラ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗西川 光一氏 古賀 慎明 熊本 本田 土寿 478 ―2：12．84 153．5�
35 レッドクラーガ 牡3鹿 56 津村 明秀 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 446 ―2：14．39 55．2�
713 アルパインリンクス 牡3鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488 ―2：15．15 14．0�
48 ビバブランコ 牡3鹿 56 北村 宏司千明牧場 尾関 知人 浦河 千明牧場 464 ―2：16．05 95．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，617，100円 複勝： 56，535，800円 枠連： 16，643，800円
馬連： 70，606，400円 馬単： 31，228，900円 ワイド： 54，241，400円
3連複： 94，641，200円 3連単： 109，126，200円 計： 483，640，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 250円 � 220円 枠 連（5－6） 790円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 950円 �� 840円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 35，760円

票 数

単勝票数 計 506171 的中 � 62363（3番人気）
複勝票数 計 565358 的中 � 73273（3番人気）� 57137（5番人気）� 68487（4番人気）
枠連票数 計 166438 的中 （5－6） 16242（3番人気）
馬連票数 計 706064 的中 �� 18780（11番人気）
馬単票数 計 312289 的中 �� 4212（19番人気）
ワイド票数 計 542414 的中 �� 14626（11番人気）�� 16716（8番人気）�� 11846（13番人気）
3連複票数 計 946412 的中 ��� 10480（19番人気）
3連単票数 計1091262 的中 ��� 2212（105番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―14．2―12．8―13．4―12．8―12．8―12．6―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．4―39．6―52．4―1：05．8―1：18．6―1：31．4―1：44．0―1：56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．4
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カレンレベンティス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2018．4．28生 牡3黒鹿 母 ラントゥザリード 母母 ランニングヒロイン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルパインリンクス号・ビバブランコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年2月

24日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アクトゥリアン号・ローラズウィシュ号



00091 1月24日 曇 不良 （3中山1） 第8日 第7競走 1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時30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

813 ピュアブレンド 牝4栗 54 武藤 雅 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 484＋101：53．6 4．3�
45 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 452－ 21：54．13 5．5�
812 ミュアウッズ 牝4鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 572± 01：54．31� 5．2�
56 ゴールデンフィジー 牝6鹿 55 木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B452＋121：54．61� 188．3�
11 � ホウオウサマンサ 牝6栗 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B464－ 21：54．81 79．3�
22 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 3．3

710 ジ ュ ネ ス 牝4青鹿 54

51 ▲小林 脩斗島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 486－ 4 〃 アタマ 19．5�

57 サツキワルツ 牝6鹿 55 津村 明秀小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 464＋ 41：55．0� 24．5
69 � セイウンシェリー 牝5栗 55

52 ▲原 優介西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー
クスタツド 438＋ 2 〃 ハナ 144．7�

711 ガルナッチャ 牝4栗 54 C．ルメール チームユッキレーシング 鹿戸 雄一 日高 広富牧場 448＋101：55．1� 5．2�
33 エ レ ベ ル 牝5鹿 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 428－ 41：56．69 27．5�
44 � チューダーローズ 牝5鹿 55 柴田 善臣阿部東亜子氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 484＋121：57．13 226．6�
68 フ ク キ タ ル 牝6黒鹿55 杉原 誠人佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム B490－ 81：57．52� 228．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，207，600円 複勝： 80，800，800円 枠連： 14，589，900円
馬連： 87，512，600円 馬単： 38，944，400円 ワイド： 70，282，100円
3連複： 124，938，000円 3連単： 163，086，100円 計： 633，361，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 170円 � 200円 枠 連（4－8） 740円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 500円 �� 600円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 13，000円

票 数

単勝票数 計 532076 的中 � 98177（2番人気）
複勝票数 計 808008 的中 � 115443（4番人気）� 135076（2番人気）� 97634（5番人気）
枠連票数 計 145899 的中 （4－8） 15143（5番人気）
馬連票数 計 875126 的中 �� 46332（8番人気）
馬単票数 計 389444 的中 �� 11124（11番人気）
ワイド票数 計 702821 的中 �� 36326（6番人気）�� 29446（9番人気）�� 33158（7番人気）
3連複票数 計1249380 的中 ��� 39153（7番人気）
3連単票数 計1630861 的中 ��� 9089（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．9―51．0―1：03．5―1：15．9―1：28．4―1：40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピュアブレンド �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Richly Blended デビュー 2020．3．29 中山1着

2017．2．15生 牝4栗 母 ウルトラブレンド 母母 Ankha 4戦2勝 賞金 13，800，000円

00092 1月24日 曇 不良 （3中山1） 第8日 第8競走 ��1，200�4歳以上2勝クラス
発走14時00分 （ダート・右）

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
1：08．5
1：08．5

重
重

713 ナイトブリーズ 牝4黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 前谷 武志 496＋ 41：10．8 4．6�
12 ディサーニング �6鹿 57 西村 太一ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 8 〃 クビ 67．4�
816 ピ ナ ク ル ズ �8黒鹿 57

54 ▲原 優介ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 516－ 21：11．11� 24．6�
47 � レ ヴ ァ ン テ 牡6栗 57 北村 宏司寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：11．31	 26．0�
36 シゲルベンガルトラ 牡7栗 57 大野 拓弥森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 494＋ 61：11．4クビ 38．0�
35 ク ー リ ュ 牝7鹿 55 柴田 善臣ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 474＋201：11．5� 66．2	
714 ト ッ カ ー タ 牡6黒鹿57 M．デムーロ門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 6 〃 クビ 17．6

815 コ パ シ ー ナ �4栗 56 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486± 01：11．6クビ 3．6�
23 タイキメサイア 牡6栗 57

54 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 522＋ 61：11．7
 26．0

510 ガルヴィハーラ 牡5栗 57 横山 武史 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496－ 61：11．91	 7．0�
611� マリノエクスプレス 牝6黒鹿55 吉田 豊矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 468＋ 6 〃 ハナ 29．8�
59 マイネルバトゥータ 牡5鹿 57 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 502＋101：12．32� 150．9�
24 � スターシード 牡6栗 57 武士沢友治谷口 祐人氏 藤原 辰雄 新冠 中央牧場 490＋161：13．15 160．7�
612 キラットダイヤ 牝4栗 54 柴田 大知�ビリオンスター上原 博之 新ひだか 服部 牧場 470＋ 4 〃 ハナ 29．9�
11 バスクベレー �5鹿 57 武藤 雅吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 472＋121：13．2クビ 13．5�
48 � ジェットマックス 牡4鹿 56 戸崎 圭太大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 514＋ 21：14．15 4．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，550，200円 複勝： 81，631，400円 枠連： 22，570，500円
馬連： 123，817，900円 馬単： 42，965，000円 ワイド： 99，928，200円
3連複： 177，877，400円 3連単： 181，325，400円 計： 785，666，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 1，670円 � 570円 枠 連（1－7） 2，140円

馬 連 �� 30，270円 馬 単 �� 33，220円

ワ イ ド �� 7，500円 �� 2，280円 �� 15，650円

3 連 複 ��� 156，390円 3 連 単 ��� 564，200円

票 数

単勝票数 計 555502 的中 � 95048（3番人気）
複勝票数 計 816314 的中 � 141030（2番人気）� 10531（14番人気）� 33798（9番人気）
枠連票数 計 225705 的中 （1－7） 8164（9番人気）
馬連票数 計1238179 的中 �� 3170（65番人気）
馬単票数 計 429650 的中 �� 970（88番人気）
ワイド票数 計 999282 的中 �� 3419（68番人気）�� 11504（27番人気）�� 1630（88番人気）
3連複票数 計1778774 的中 ��� 853（281番人気）
3連単票数 計1813254 的中 ��� 233（1207番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―12．1―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．7―45．8―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトブリーズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タップダンスシチー デビュー 2020．7．12 福島8着

2017．4．11生 牝4黒鹿 母 アンティフリーズ 母母 シルバートレイン 4戦3勝 賞金 23，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔その他〕 ジェットマックス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジェットマックス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年2月24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。
（非抽選馬） 2頭 デルマクリスタル号・ロマンスマジック号



00093 1月24日 曇 不良 （3中山1） 第8日 第9競走 ��
��1，800�

わ か た け

若 竹 賞
発走14時35分 （芝・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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

77 ロードトゥフェイム 牡3鹿 56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 482－ 41：53．5 6．3�
44 スウィートブルーム 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 41：53．71� 3．1�
88 カナリキケン 牝3栗 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 482＋121：53．91� 11．7�
55 ノーダブルディップ 牡3鹿 56 北村 宏司丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 540± 0 〃 クビ 28．0�
66 サンズオブタイム 牡3黒鹿56 M．デムーロゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 81：54．1� 5．8�
33 セイウンダイモス 牡3栗 56 大野 拓弥西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 486＋161：54．42 7．2	
11 ゾディアックサイン 牡3青鹿56 C．ルメール 
シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：54．6� 2．9�
22 	 イグドラシル 牡3鹿 56 石川裕紀人松田 幸生氏 山崎 尋美 新ひだか 前川 勝春 466－ 71：54．7� 122．6�

（川崎）

（8頭）

売 得 金
単勝： 76，091，600円 複勝： 71，793，800円 枠連： 発売なし
馬連： 117，004，700円 馬単： 52，968，800円 ワイド： 64，356，600円
3連複： 129，449，300円 3連単： 258，024，700円 計： 769，689，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 150円 � 290円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 410円 �� 920円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 18，090円

票 数

単勝票数 計 760916 的中 � 96282（4番人気）
複勝票数 計 717938 的中 � 103894（5番人気）� 150075（2番人気）� 51615（6番人気）
馬連票数 計1170047 的中 �� 91052（4番人気）
馬単票数 計 529688 的中 �� 14884（13番人気）
ワイド票数 計 643566 的中 �� 43097（5番人気）�� 17057（14番人気）�� 26195（11番人気）
3連複票数 計1294493 的中 ��� 33500（15番人気）
3連単票数 計2580247 的中 ��� 10340（86番人気）

ハロンタイム 12．7―13．2―12．3―13．0―12．6―12．6―12．1―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．9―38．2―51．2―1：03．8―1：16．4―1：28．5―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードトゥフェイム 
�
父 マツリダゴッホ 

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．9．27 中山3着

2018．4．30生 牡3鹿 母 ラドランファーマ 母母 ヒデアスタイアー 4戦2勝 賞金 17，182，000円

00094 1月24日 曇 不良 （3中山1） 第8日 第10競走 ��
��1，800�アレキサンドライトステークス

発走15時10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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．6

重
重

66 � アメリカンシード 牡4鹿 56 C．ルメール �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米 Courtlandt
Farm 468－ 41：51．1 1．2�

78 サンダーブリッツ 牡4黒鹿56 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 504＋ 41：51．95 13．7�
810 グラスブルース 牡7鹿 57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B524＋ 81：52．0	 29．5�
67 キタノヴィジョン 牡4鹿 56 三浦 皇成北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 502＋101：52．21 12．6�
811 ブライトンロック 牡7黒鹿57 柴山 雄一坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：53．26 24．8	
11 トランスナショナル 牡5栗 57 横山 武史吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 494＋ 41：53．52 6．9

33 エターナルヴィテス 牡5鹿 57 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 484＋ 61：53．6クビ 144．2�
22 ライジングドラゴン 牡6芦 57 蛯名 正義鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 456＋ 61：53．7	 38．5�
79 スマートランウェイ 牝5芦 55 池添 謙一大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 杵臼牧場 510＋ 61：54．12
 58．1
55 テリオスベル 牝4黒鹿54 武藤 雅鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B434－ 21：54．31 27．2�
44 サトノグラン �7青鹿57 石川裕紀人 �サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム 480＋121：55．04 126．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 73，905，400円 複勝： 267，603，700円 枠連： 25，650，700円
馬連： 140，146，200円 馬単： 85，512，000円 ワイド： 99，568，100円
3連複： 189，850，100円 3連単： 427，774，300円 計： 1，310，010，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 190円 � 290円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 280円 �� 490円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 739054 的中 � 464783（1番人気）
複勝票数 計2676037 的中 � 2084022（1番人気）� 98931（3番人気）� 54786（6番人気）
枠連票数 計 256507 的中 （6－7） 39000（3番人気）
馬連票数 計1401462 的中 �� 190620（3番人気）
馬単票数 計 855120 的中 �� 95586（3番人気）
ワイド票数 計 995681 的中 �� 104318（2番人気）�� 50682（5番人気）�� 16698（17番人気）
3連複票数 計1898501 的中 ��� 57791（9番人気）
3連単票数 計4277743 的中 ��� 70645（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―36．4―48．5―1：00．6―1：12．8―1：25．3―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンシード �
�
父 Tapit �

�
母父 Stormin Fever デビュー 2019．12．8 阪神1着

2017．3．17生 牡4鹿 母 Sweet Talker 母母 Another Vegetarian 9戦4勝 賞金 61，649，000円
※スマートランウェイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



00095 1月24日 曇 不良 （3中山1） 第8日 第11競走 ��
��2，200�第62回アメリカジョッキークラブカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
4歳以上；負担重量は，4歳55�5歳以上56�，牝馬2�減，2．1．25以降GⅠ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬1�増，2．1．24以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳
時の成績を除く）

アメリカジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．1
2：09．7

良
良

59 アリストテレス 牡4鹿 55 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：17．9 2．4�
24 ヴェルトライゼンデ 牡4黒鹿55 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋ 62：18．0� 6．8�
48 ラストドラフト 牡5黒鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 クビ 14．7�
612 ステイフーリッシュ 牡6鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 464－ 22：18．31� 9．5�
510 モ ズ ベ ッ ロ 牡5鹿 56 北村 宏司 �キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 476＋ 6 〃 ハナ 18．4	
815 ウインマリリン 牝4栗 53 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 4 〃 アタマ 10．5

817 ジ ャ コ マ ル 牡7鹿 56 田中 勝春晴間 芳次氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 62：18．61	 102．1�
611
 ナ イ マ マ 牡5鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 482＋ 82：18．81� 218．2�
47 タガノディアマンテ 牡5栗 56 津村 明秀八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 22：18．9クビ 19．9
12 サンアップルトン 牡5黒鹿56 柴田 善臣 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 486＋122：19．32� 22．5�
11 サトノフラッグ 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋102：19．5	 4．9�
36  ベストアプローチ �7栗 56 江田 照男ゴドルフィン 小島 茂之 英 Car Colston

Hall Stud 496＋ 62：19．82 73．4�
23 ノーブルマーズ 牡8栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 504＋ 62：19．9	 159．1�
713 マイネルハニー 牡8鹿 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 浦河 高昭牧場 488－ 42：20．21� 332．2�
816 ジェネラーレウーノ 牡6青鹿56 武藤 雅 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 526＋ 42：20．3クビ 24．7�
35 
 ソッサスブレイ 牡7栗 56 木幡 巧也手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 470＋162：20．51� 333．0�
714 ランフォザローゼス 牡5鹿 56 杉原 誠人窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 520＋ 62：21．13� 246．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 323，509，600円 複勝： 415，552，200円 枠連： 140，954，000円 馬連： 919，497，100円 馬単： 314，237，800円
ワイド： 656，273，600円 3連複： 1，806，768，000円 3連単： 2，142，387，100円 5重勝： 819，420，900円 計： 7，538，600，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 230円 � 280円 枠 連（2－5） 940円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 570円 �� 940円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 14，640円

5 重 勝
対象競走：中京10R／中山10R／小倉11R／中京11R／中山11R

キャリーオーバー なし����� 170，710円

票 数

単勝票数 計3235096 的中 � 1042085（1番人気）
複勝票数 計4155522 的中 � 879669（1番人気）� 426609（4番人気）� 323533（5番人気）
枠連票数 計1409540 的中 （2－5） 116042（3番人気）
馬連票数 計9194971 的中 �� 643031（2番人気）
馬単票数 計3142378 的中 �� 158244（2番人気）
ワイド票数 計6562736 的中 �� 310461（4番人気）�� 178071（10番人気）�� 115977（22番人気）
3連複票数 計18067680 的中 ��� 270503（13番人気）
3連単票数 計21423871 的中 ��� 106039（25番人気）
5重勝票数 計8194209 的中 ����� 3360

ハロンタイム 12．4―12．2―13．4―12．6―12．7―12．6―12．1―12．0―12．4―12．2―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．4―24．6―38．0―50．6―1：03．3―1：15．9―1：28．0―1：40．0―1：52．4―2：04．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．9
1
3
16，15，17，13，12（14，9，11）（3，4，8）5，6，7，10，1，2
16，17（15，12，11）9（13，4）（14，3，8）（10，1）（5，6）7，2

2
4
16－15，17－（13，12）9（14，11）（3，4）8－5，6（7，10）（1，2）
17（16，11）（15，12，9）4（8，1）（13，10）3（6，7）（5，2）14

勝馬の
紹 介

アリストテレス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．9．28 阪神2着

2017．4．8生 牡4鹿 母 ブルーダイアモンド 母母 グレースアドマイヤ 10戦4勝 賞金 171，953，000円
〔制裁〕 モズベッロ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

00096 1月24日 曇 不良 （3中山1） 第8日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2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 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

89 フォースオブウィル 牡4栗 56 柴田 善臣柳原 克哉氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 456－ 21：37．3 2．9�
55 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 444－ 2 〃 クビ 5．4�

33 ア シ ェ ッ ト 牝6鹿 55 大庭 和弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 B440＋ 21：37．61� 37．6�
78 ヘイワノツカイ 牡5栗 57 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 458＋ 81：37．7クビ 15．4�
44 アブソルティスモ 牡4黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：37．91	 2．7	
77 
 ルフィアンキック 牡5鹿 57 吉田 豊 KICレーシング 小島 茂之 新冠 新冠伊藤牧場 476－ 81：38．0� 72．9

22 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± 01：38．53 12．8�
66 アーザムブルー 牡7黒鹿57 高倉 稜 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：39．03 26．6�
11 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± 01：39．53 8．4
810 アルトリウス �7鹿 57 北村 宏司�G1レーシング 高橋 文雅 安平 追分ファーム B464± 01：40．77 29．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 130，843，600円 複勝： 126，902，600円 枠連： 29，671，400円
馬連： 251，114，900円 馬単： 111，119，200円 ワイド： 179，085，300円
3連複： 352，054，100円 3連単： 599，819，200円 計： 1，780，610，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 190円 � 470円 枠 連（5－8） 720円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，310円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 6，950円 3 連 単 ��� 20，980円

票 数

単勝票数 計1308436 的中 � 349823（2番人気）
複勝票数 計1269026 的中 � 289050（1番人気）� 169227（3番人気）� 51241（9番人気）
枠連票数 計 296714 的中 （5－8） 31827（2番人気）
馬連票数 計2511149 的中 �� 230344（2番人気）
馬単票数 計1111192 的中 �� 60727（3番人気）
ワイド票数 計1790853 的中 �� 137196（2番人気）�� 33320（19番人気）�� 18378（26番人気）
3連複票数 計3520541 的中 ��� 37952（24番人気）
3連単票数 計5998192 的中 ��� 20719（73番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―11．3―12．0―12．1―12．5―11．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．5―35．8―47．8―59．9―1：12．4―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．5―3F37．4

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

勝馬の
紹 介

フォースオブウィル �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2020．1．13 中山1着

2017．3．8生 牡4栗 母 ウマクイクトオモウ 母母 プリスティン 11戦3勝 賞金 35，650，000円

５レース目



（3中山1）第8日 1月24日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良
不良

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

293，070，000円
25，800，000円
2，360，000円
35，470，000円
7，000，000円
69，392，000円
4，909，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
978，498，600円
1，430，236，400円
330，272，800円
2，096，582，000円
839，413，700円
1，557，767，000円
3，468，231，200円
4，512，665，600円
819，420，900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
5 重 勝
計 16，033，088，200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8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。



令和3年度 第1回中山競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，435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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，928，280，000円
30，970，000円
213，510，000円
13，681，000円
227，910，000円
7，000，000円
607，656，500円
41，995，500円
13，776，000円

勝馬投票券売得金
6，484，812，600円
9，956，490，800円
2，663，497，900円
14，318，421，400円
5，592，320，200円
10，733，593，500円
22，678，183，400円
26，927，851，300円
1，615，063，900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
5 重 勝
計 100，970，235，000円

総入場延人員 2，607名 （有料入場延人員 2，395名）

特 記 事 項
第1回中山競馬第2日〜第8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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