
2020年9月12日（土）　4回中山1日 4R メイクデビュー中山

中山 4
  発 走

 11:40
4R メイクデビュー中山
サラ系2歳 新馬 ［指定］ 馬齢

1200m　ダート・右
基　準 良　 1:13.3
タイム 重不 1:12.4

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 34  444  5  455  3  345  3
レースラップ傾向：SSM 19  MMM 17  MMS  8  MSM  6
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ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 牡2   

デリスブラン 浜中俊 白い喜び（仏）                                         
54.0 .184

1 1 ハイキートーン 芦 小島茂之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .122    　             
ｽｳｨﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ牧場(日高町) 0.0.0.0
田原邦男
クリエイター２ 牝2   

ハリエット ▲小林凌 歌劇の登場人物名より                                         
51.0 .059

1 2 ペルセクション 黒鹿 和田雄二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Invasor) 美浦 .100    　             
ﾌｼﾞﾜﾗﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
門野重雄
パイロ 牡2   

リーヴルネッサンス 田辺裕信 生命（古ノルド語）＋再生、復活（仏）                                         
54.0 .201

2 3 トロピカルジュエル 栗 今野貞一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .170    　             
川向高橋育成牧場(平取町) 0.0.0.0
(株)CHEVALATTACHE
ワールドエース 牡2   

グラスクアドラ ▲原優介 冠名＋人名より                                         
51.0 .028

2 4 グラスルノン 鹿 松山将樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .082    　             
岡田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
半沢(有)
ワールドエース 牡2   

ハクシンエース 柴田善臣 冠名＋父名の一部                                         
54.0 .117

3 5 トモロネヴァノウズ 黒鹿 星野忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .040    　             
川上牧場(新冠町) 0.0.0.0
新井原博
スマートファルコン 牝2   

テイエムオアシス 丸田恭介 冠名＋オアシス                                         
54.0 .080

3 6 マダムメガミ 栗 石栗龍彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マヤノトップガン) 美浦 .047    　             
及川 ﾐﾂ子(新ひだか町) 0.0.0.0
竹園正繼
ネオユニヴァース 牝2   

サイウン 坂井瑠星 彩雲                                         
54.0 .144

4 7 ライトアップ 鹿 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フォーティナイナー) 美浦 .053    　             
松浦牧場(新冠町) 0.0.0.0
中村勝彦
エイシンフラッシュ 牝2   

アリエージュ 江田照男 ２月２５日の誕生花であるラナンキュラ
スの品種名

                                        
54.0 .068

4 8 ハイフリート 黒鹿 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アフリート) 美浦 .164    　             
武田牧場(新冠町) 0.0.0.0
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(株)
ダノンシャンティ 牝2   

ノーマロエア 木幡初也 普通（仏）＋空気。普通の空気                                         
54.0 .033

5 9 ライラッククイーン 栗 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(LawSociety) 美浦 .067    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)ﾘｰｳﾞｧ
クリーンエコロジー 牝2   

ワイワイホワイト ☆木幡育 馬主名より＋本馬の毛色より                                         
53.0 .078

5 10 ホットファッション 芦 田中清隆           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .051    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
山田泰司
スマートファルコン 牡2   

キタノフウジン 武士沢友 冠名＋近親の活躍馬名より                                         
54.0 .026

6 11 メイフラワー 栗 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(オペラハウス) 美浦 .067    　             
沖田牧場(日高町) 0.0.0.0
北所直人
ヘニーヒューズ 牝2   

オリヴィアン 北村宏司 オリーブ（伊）＋１（仏）                                         
54.0 .128

6 12 バラベルサイユ 栗 宮田敬介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 美浦 .139    　             
木村牧場(日高町) 0.0.0.0
TURFﾚｰｼﾝｸﾞ
サウスヴィグラス 牝2   

ジェセニア 三浦皇成 「花のような」という意味を持つ人名よ
り

                                        
54.0 .230

7 13 スズカブルーム 栗 伊藤圭三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スキャターザゴールド) 美浦 .212    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
椎名節
シニスターミニスター 牝2   

スターオンステージ ▲小林脩 舞台上のスター。近親のチケット、ディ
レクター、アクトレスより連想

                                        
51.0 .060

7 14 スターアクトレス 栗 深山雅史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .070    　             
藤原牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
セイクリムズン 牡2   

セイギャラクシー △菅原明 冠名＋母名の一部                                         
52.0 .108

8 15 ラブギャラクシー 青鹿 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .070    　             
松本 信行(新冠町) 0.0.0.0
金田成基
アジアエクスプレス 牝2   

フェアリーテイル 丸山元気 妖精のしっぽ。妖精のようにターフを駆
けまわって欲しい

                                        
54.0 .143

8 16 ノーブルリーズン 栗 高柳瑞樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .122    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2018.09.10～2020.09.09）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ヘニーヒューズ 124  18   9   9  88 0.145 0.218
 2 サウスヴィグラス 184  16  16  15 137 0.087 0.174
 3 ゴールドアリュール  96  14  10   8  64 0.146 0.250
 4 キンシャサノキセキ 142  13  11  14 104 0.092 0.169
 5 ヨハネスブルグ  79  10   8   5  56 0.127 0.228
 6 スウェプトオーヴァーボード 106   7   5   6  88 0.066 0.113
 7 アイルハヴアナザー  57   7   2   0  48 0.123 0.158
 8 アポロキングダム  28   6   5   2  15 0.214 0.393
 9 シニスターミニスター  81   6   4   8  63 0.074 0.123
10 プリサイスエンド  65   6   2   4  53 0.092 0.123
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2020年9月12日（土）　4回中山1日 4R メイクデビュー中山 サラ系2歳 新馬 ［指定］ 馬齢 1200m　ダート・右
万全を期すため、当日の発走時刻、出走取消、騎手変更など、すべて主催者発行の出馬表と照合して下さい。

本紙からの複製、転載を禁じます。


