
2020年9月13日（日）　4回中山2日 3R メイクデビュー中山

中山 3
  発 走

 11:10
3R メイクデビュー中山
サラ系2歳 新馬 ［指定］ 馬齢

1800m　ダート・右
基　準 良　 1:57.3
タイム 重不 1:55.9

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 38  444  4  524  3  544  3
レースラップ傾向：MMM 17  MMS 15  SMS  8  SMM  6
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パイロ 牡2   

ホールシバン 和田竜二 何から何まで                                         
54.0 .177

1 1 サマリーズ 鹿 高橋義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HardSpun) 栗東 .137    　             
ﾀﾞｰﾚｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ
シニスターミニスター 牡2   

サザンジンジャー 柴田大知 ４月１２日の誕生酒。酒言葉は「幸せな雰
囲気を作り出す神秘的な人」

                                        
54.0 .099

1 2 エポカブラヴァ 黒鹿 水野貴広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(PointGiven) 美浦 .106    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
カレンブラックヒル 牡2   

ロードミッドナイト 津村明秀 冠名＋真夜中                                         
54.0 .175

2 3 コンフォータブル 黒鹿 田中博康           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ザール) 美浦 .217    　             
樋渡 志尚(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾛｰﾄﾞﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
ドゥラメンテ 牝2   

レジリエンススター 野中悠太 逆境を跳ね返すスターホース                                         
54.0 .060

2 4 ピンクリップス 鹿 武井亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンドスウィープ) 美浦 .119    　             
ﾚｲｸｳﾞｨﾗﾌｧｰﾑ(洞爺湖町) 0.0.0.0
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
トーセンジョーダン 牡2   

トーセンレスリー 坂井瑠星 冠名＋人名より                                         
54.0 .144

3 5 トーセンハピネス 鹿 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .067    　             
ｴｽﾃｨﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
島川隆哉
トーセンジョーダン 牡2   

ディアデムエルトス ▲原優介 ラテンアメリカの祝日                                         
51.0 .028

3 6 ダノンステラ 黒鹿 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .053    　             
岡本 昌市(浦河町) 0.0.0.0
内藤好江
ルーラーシップ 牡2   

ガラティーン 丸山元気 アーサー王物語の登場人物が所有する剣
名

                                        
54.0 .143

4 7 ヴィクトリアアイ 黒鹿 中竹和也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 栗東 .167    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
前田晋二
ディープブリランテ 牝2   

クインズセージ 田辺裕信 冠名＋ハーブの名前                                         
54.0 .201

4 8 ネネグース 鹿 小島茂之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .122    　             
新冠橋本牧場(新冠町) 0.0.0.0
亀田和弘
スピルバーグ 牡2   

エコロゴールド 木幡巧也 冠名＋金                                         
54.0 .089

5 9 フレイヤ 栗 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ショウナンカンプ) 美浦 .106    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
原村正紀
ダンカーク 牝2   

ビューティフルボム 吉田豊 母母母名の一部＋爆弾                                         
54.0 .121

5 10 チャンピオンダイヤ 芦 古賀史生           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .072    　             
日優牧場(浦河町) 0.0.0.0
西森功
ゴールドシップ 牡2   

ブルーローズシップ 藤井勘一 青い薔薇＋父名の一部。青い薔薇の花言
葉は「奇跡」、「夢叶う」

                                        
54.0 .089

6 11 ブーケドロゼブルー 芦 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ロージズインメイ) 美浦 .163    　             
加野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)YGGﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
ダノンシャンティ 牝2   

ブルーガーデニア 横山典弘 青いくちなしの花                                         
54.0 .252

6 12 フォレノワール 黒鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .085    　             
飛野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
桜井欣吾
アジアエクスプレス 牡2   

エコロドラグーン 丹内祐次 冠名＋竜騎兵                                         
54.0 .114

7 13 マリアローザ 鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .109    　             
大滝 康晴(新ひだか町) 0.0.0.0
原村正紀
リオンディーズ 牡2   

ティアップリオン 内田博幸 冠名＋父名より                                         
54.0 .110

7 14 ティアップレーヴ 芦 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .155    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
田中昇
トーホウジャッカル 牡2   

トーホウワールド 酒井学 冠名＋世界                                         
54.0 .099

8 15 トーホウキララ 栗 高橋亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングズベスト) 栗東 .204    　             
竹島 幸治(日高町) 0.0.0.0
東豊物産(株)
ヴィクトワールピサ 牝2   

レッドウッドヒル Cﾙﾒｰﾙ サンフランシスコ近郊の駅名＋丘。母名
より連想

                                        
54.0 .424

8 16 フリスコベイ 栗 武井亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HardSpun) 美浦 .119    　             
恵比寿興業株式会社那須野 0.0.0.0
那須野牧場

中山ダート1800m種牡馬成績 （集計期間：2018.09.11～2020.09.10）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ゴールドアリュール 127  17  13  13  84 0.134 0.236
 2 クロフネ 112  13   7  10  82 0.116 0.179
 3 ハーツクライ  72  13   7   7  45 0.181 0.278
 4 アイルハヴアナザー 131  12  14   9  96 0.092 0.198
 5 キングカメハメハ  72  11  16   6  39 0.153 0.375
 6 ブラックタイド  74   9   7   8  50 0.122 0.216
 7 ヴィクトワールピサ  69   9   2   7  51 0.130 0.159
 8 ヘニーヒューズ  75   8  11   8  48 0.107 0.253
 9 パイロ  63   7   9   3  44 0.111 0.254
10 カネヒキリ  51   7   2   1  41 0.137 0.176
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2020年9月13日（日）　4回中山2日 3R メイクデビュー中山 サラ系2歳 新馬 ［指定］ 馬齢 1800m　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。


