
2020年9月27日（日）　4回中山7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 （混合）［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 33  444  5  455  4  345  3
レースラップ傾向：SSM 19  MMM 17  MMS  8  MSM  6
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サウスヴィグラス 牡2   

サノノバーディ 内田博幸 冠名＋ゴルフ用語                                         
54.0 .109

1 1 エトレーヌ 鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .114    　             
豊洋牧場(日高町) 0.0.0.0
佐野信幸
タイムパラドックス 牝2   

ウーピーパイ 杉原誠人 やわらかい生地でクリームをはさんだ焼
き菓子

                                        
54.0 .076

1 2 フィナンシェ 鹿 田中剛           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｱｼﾞｭﾃﾞｨｹｰﾃｨﾝｸﾞ) 美浦 .154    　             
村下農場(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
アポロキングダム 牝2   

アポロスマイル 津村明秀 冠名＋微笑                                         
54.0 .166

2 3 ポエティックターン 黒鹿 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Pivotal) 美浦 .136    　             
ﾍｲﾊﾀ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
ｱﾎﾟﾛｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ
バトルプラン 牝2   

キティラ 勝浦正樹 ギリシャの島名。ギリシャ神話のアプロ
ディーテゆかりの地

                                        
54.0 .109

2 4 フローネ 栗 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .071    　             
畠山牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(株)
パイロ 牝2   

ルイネーション 丹内祐次 破壊。沈んだ空気を破壊する                                         
54.0 .111

3 5 レディシアトル 鹿 古賀史生           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .068    　             
笹地牧場(浦河町) 0.0.0.0
鈴木康弘
ストーミングホーム 牝2   

マイステージ 宮崎北斗 曲名                                         
54.0 .052

3 6 トシキャンディ 鹿 伊藤伸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(バブルガムフェロー) 美浦 .090    　             
浦河小林牧場(浦河町) 0.0.0.0
冨沢敦子
アジアエクスプレス 牝2   

ガウナエルフリーデ 横山典弘 イタズラ好きな（独）＋「妖精」の意味
を持つドイツの人名より

                                        
54.0 .258

4 7 コリンナ 栗 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マヤノトップガン) 美浦 .143    　             
隆栄牧場(新冠町) 0.0.0.0
西森功
ルーラーシップ 牡2   

リアルドキュメント 戸崎圭太 実際の記録                                         
54.0 .274

4 8 クールユリア 黒鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ケイムホーム) 美浦 .101    　             
沖田 博志(新ひだか町) 0.0.0.0
川上哲司
ミッキーアイル 牝2   

メイム ▲原優介 映画名                                         
51.0 .036

5 9 ケージーメグミ 鹿 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .059    　             
川上牧場(新冠町) 0.0.0.0
宮崎金造
モンテロッソ 牝2   

ナイスデアイ 木幡初也 素敵な出会い                                         
54.0 .039

5 10 アサクサロータス 鹿 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フサイチコンコルド) 美浦 .072    　             
田原橋本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
西村新一郎
ダノンレジェンド 牡2   

フェイマスダンディ 田中勝春 有名なしゃれ男                                         
54.0 .104

6 11 オーキャロル 鹿 深山雅史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .073    　             
白井 吉美(新ひだか町) 0.0.0.0
堀江貞幸
エイシンフラッシュ 牝2   

ハクサンクウ 武藤雅 冠名＋空                                         
54.0 .126

6 12 ダーレームーン 鹿 武藤善則           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .135    　             
鮫川 啓一(浦河町) 0.0.0.0
河崎五市
ダイワメジャー 牡2   

プレリュードノート ☆木幡育 前奏、前奏曲＋音、音符                                         
53.0 .075

7 13 ビートゴーズオン 栗 田中剛           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Curlin) 美浦 .154    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
亀岡和彦
マクフィ 牝2   

コパノマーガレット ▲小林凌 冠名＋花の名前                                         
51.0 .063

7 14 ｼｰｽﾞﾊﾞﾊﾞｽﾞﾃﾞｨﾗｲﾄ 栗 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(DistortedHumor) 美浦 .151    　             
佐竹 学(新ひだか町) 0.0.0.0
小林祥晃
ダノンレジェンド 牝2   

スマイルアモーレ 田辺裕信 笑顔＋母名の一部                                         
54.0 .207

8 15 メイショウアモーレ 鹿 加藤士津           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .000    　             
絵笛牧場(浦河町) 0.0.0.0
星加浩一
ロージズインメイ 牡2   

ヴォーグマチネ 大野拓弥 冠名＋映画、小説名より                                         
54.0 .143

8 16 ツクバオトメ 鹿 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .109    　             
坂元 芳春(新冠町) 0.0.0.0
志村幸彦

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2018.09.25～2020.09.24）
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 127  19  10   8  90 0.150 0.228
 2 サウスヴィグラス 189  17  16  16 140 0.090 0.175
 3 ゴールドアリュール  95  13   9   8  65 0.137 0.232
 4 キンシャサノキセキ 141  12  11  15 103 0.085 0.163
 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 112   8   7   6  91 0.071 0.134
 7 プリサイスエンド  63   7   2   3  51 0.111 0.143
 8 アイルハヴアナザー  57   7   2   0  48 0.123 0.158
 9 アポロキングダム  27   6   5   2  14 0.222 0.407
10 シニスターミニスター  85   6   4   9  66 0.071 0.118
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2020年9月27日（日）　4回中山7日 4R メイクデビュー中山 サラ系2歳 新馬 （混合）［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。


