
2021年1月5日（火）　1回中山1日 3R メイクデビュー中山

中山 3
  発 走

 10:55
3R メイクデビュー中山
サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢

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

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 37  544  5  444  4  524  3
レースラップ傾向：MMM 17  MMS 17  SMS  9  SMM  7
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エイシンフラッシュ 牝3   

チェリーフラッシュ ▲小林凌 冠名＋父名の一部                                         
51.0 .062

1 1 メイレディ 鹿 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジェニュイン) 美浦 .090    　             
村下 清志(浦河町) 0.0.0.0
櫻井悦朗
Violence 牝3   

(外)ウェルスナイパー ◇藤田菜 腕の良い狙撃手。父名、母名より連想                                         
52.0 .118

2 2 DownTheWell 鹿 和田正一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Mujadil) 美浦 .000    　             
Parrish Hill Farm & Aman 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
ジャングルポケット 牡3   

ショウナンサキガケ 丸山元気 冠名＋他に先立って進む                                         
56.0 .153

3 3 ショウナンマラーク 黒鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .125    　             
武田牧場(新冠町) 0.0.0.0
国本哲秀
エピファネイア 牡3   

ハイドアンドシーク 戸崎圭太 かくれんぼ                                         
56.0 .255

4 4 アンジュエ 黒鹿 大竹正博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .170    　             
土居牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
ホッコータルマエ 牡3   

ピュアジャッジ 松山弘平 母名の一部＋判断                                         
56.0 .232

5 5 ピュアアイズ 鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 栗東 .171    　             
山際牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)山際牧場
モーリス 牡3   

ステイホームバブル 川田将雅 ステイホーム＋バブル                                         
56.0 .468

6 6 マイスイートホーム 栗 尾関知人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .164    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
飯田正剛
メイショウサムソン 牡3   

タイセイサムソン 横山和生 冠名＋父名の一部。旧約聖書に登場する
怪力の持ち主

                                        
56.0 .126

6 7 マイユクール 黒鹿 奥村武           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(バゴ) 美浦 .172    　             
日進牧場(浦河町) 0.0.0.0
田中成奉
スクリーンヒーロー 牡3   

スクリーンプロセス 横山武史 映画の撮影技法の一種                                         
56.0 .206

7 8 サイレントクロップ 青鹿 中川公成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .160    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
ベルシャザール せん3   

キーボーカル ▲原優介 冠名＋ボーカル声楽                                         
53.0 .035

7 9 キークッキー 鹿 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フサイチコンコルド) 美浦 .095    　             
中本牧場(新冠町) 0.0.0.0
北前孔一郎
メイショウサムソン 牡3   

ショウナンカホウ 三浦皇成 冠名＋幸運、めぐり合わせが良いこと                                         
56.0 .231

8 10 ショウナンアイ 鹿 国枝栄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(NorthernAfleet) 美浦 .276    　             
静内ﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
国本哲秀
オルフェーヴル 牡3   

メイプルエクセル 宮崎北斗 冠名＋勝る、優れる                                         
56.0 .053

8 11 メイプルプラウド 栗 南田美知           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .000    　             
ｽｶﾞﾀ牧場(平取町) 0.0.0.0
節英司

中山ダート1800m種牡馬成績 （集計期間：2019.01.03～2021.01.02）
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 121  16  13  13  79 0.132 0.240
 2 ハーツクライ  70  13   4   5  48 0.186 0.243
 3 キングカメハメハ  78  11  19   6  42 0.141 0.385
 4 クロフネ 111  11   7  10  83 0.099 0.162
 5 ヘニーヒューズ  87  10  11  11  55 0.115 0.241
 6 アイルハヴアナザー 127   9  16   7  95 0.071 0.197
 7 ヴィクトワールピサ  73   7   6   9  51 0.096 0.178
 8 オルフェーヴル 100   6  11  11  72 0.060 0.170
 9 パイロ  57   6   9   3  39 0.105 0.263
10 ブラックタイド  77   6   7   8  56 0.078 0.169
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2021年1月5日（火）　1回中山1日 3R メイクデビュー中山 サラ系3歳 新馬 （混合） 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。


