
2020年9月26日（土）　4回中山6日 3R メイクデビュー中山

中山 3
  発 走

 11:05
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 18  MMS 16  SMS  8  SMM  6
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ルーラーシップ 牡2   

ピースアンドリンゴ 黛弘人 平和＋人名より                                         
54.0 .055

1 1 アナザーガール 鹿 和田雄二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .106    　             
静内ﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
薪浦亨
ヘニーヒューズ 牡2   

ジランドール 江田照男 回転花火                                         
54.0 .071

1 2 オモテナシ２ 鹿 加藤征弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Henrythenavigator) BL 美浦 .240    　             
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
長谷川祐司
トーセンファントム 牡2   

トーセンアーサー 横山和生 冠名＋人名より                                         
54.0 .134

2 3 エスティマリリン 鹿 中川公成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ザール) 美浦 .136    　             
ｴｽﾃｨﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
島川隆哉
シニスターミニスター 牡2   

パワフルスパート 横山典弘 母名より＋全速力                                         
54.0 .258

2 4 パワーオブフェイス 栗 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(オジジアン) 美浦 .070    　             
増本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
日向均
シニスターミニスター 牡2   

ロードバイファル 石橋脩 冠名＋喝采（独）                                         
54.0 .169

3 5 フレンチトウショウ 栗 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .147    　             
広田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾛｰﾄﾞﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
シニスターミニスター 牡2   

マイネルボーダレス 柴田大知 冠名＋境界のない                                         
54.0 .101

3 6 サザンレイスター 鹿 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サザンヘイロー) 美浦 .153    　             
浜口牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ･ﾗﾌｨｱﾝ
ヘニーヒューズ 牝2   

アイリーライフ 横山武史 心地よい生活（ジャマイカで使用されて
いる言葉）

                                        
54.0 .204

4 7 ピサノキャニオン 鹿 武井亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .123    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)YGGﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
シニスターミニスター 牝2   

デリシュレーヌ 武士沢友 甘美な女王（仏）。母名より連想                                         
54.0 .029

4 8 ブラックシュガー 青鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブラックタイド) 美浦 .155    　             
大狩部牧場(新冠町) 0.0.0.0
加藤徹
ジョーカプチーノ 牝2   

セイカリネット 野中悠太 冠名＋日本初の人力飛行機名より                                         
54.0 .060

5 9 セイカカロブ 栗 小野次郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Sadler'sWells) 美浦 .112    　             
千葉飯田牧場(日高町) 0.0.0.0
久米大
クリエイター２ 牡2   

セイウンブイワン ◇藤田菜 冠名＋Ｖｉｃｔｏｒｙ＋１着                                         
52.0 .124

5 10 ニシノワン 芦 稲垣幸雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ウォーエンブレム) 美浦 .073    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
西山茂行
ホッコータルマエ 牡2   

インパルスベルン 田辺裕信 衝撃＋冠名                                         
54.0 .207

6 11 ムーンフライト 鹿 加藤士津           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .000    　             
静内白井牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
四本昭弘
シニスターミニスター 牡2   

エバーサニーハート 三浦皇成 いつも＋母名の一部。サニー（母系）の
魂

                                        
54.0 .232

6 12 キープサニーハート 黒鹿 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングヘイロー) 美浦 .037    　             
市川牧場(浦河町) 0.0.0.0
堀口晴男
フリオーソ 牡2   

ロクネンニクミ 武藤雅 六年二組                                         
54.0 .126

7 13 アガペー 栗 小笠倫弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .129    　             
ﾊｼﾓﾄﾌｱｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
藤本彰
ディープブリランテ 牡2   

セイショウディープ 丹内祐次 西湘＋父名の一部                                         
54.0 .111

7 14 マスタープラチナム 栗 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .071    　             
Wing Farm(日高町) 0.0.0.0
岩崎暉男
キンシャサノキセキ 牝2   

ロジディープ 内田博幸 冠名＋母父名の一部                                         
54.0 .109

8 15 ロジナン 鹿 新開幸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .123    　             
秋田牧場(新冠町) 0.0.0.0
久米田正明
スマートファルコン 牡2   

モンサンレックス 木幡巧也 冠名＋王（ラテン語）                                         
54.0 .094

8 16 モンサンアルビレオ 栗 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シニスターミニスター) 美浦 .109    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
山下新一

中山ダート1800m種牡馬成績 （集計期間：2018.09.24～2020.09.23）
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 125  16  14  13  82 0.128 0.240
 2 ハーツクライ  74  13   8   7  46 0.176 0.284
 3 クロフネ 109  12   6  10  81 0.110 0.165
 4 キングカメハメハ  76  11  17   6  42 0.145 0.368
 5 アイルハヴアナザー 127  10  14  10  93 0.079 0.189
 6 ヘニーヒューズ  78   9  11  11  47 0.115 0.256
 7 ブラックタイド  74   9   7   8  50 0.122 0.216
 8 ヴィクトワールピサ  70   9   3   7  51 0.129 0.171
 9 カネヒキリ  52   7   2   1  42 0.135 0.173
10 オルフェーヴル  97   6  10  10  71 0.062 0.165
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2020年9月26日（土）　4回中山6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。


