
2021年1月9日（土）　1回中山2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

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

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 36  455  4  444  4  524  3
レースラップ傾向：SSM 18  MMM 16  MMS  9  MSM  7
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ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 牡3   

ブルーグリッター 木幡巧也 青い輝き。花の品種名。本馬の神々しい
馬体のイメージより連想

                                        
56.0 .000

1 1 プリンセスケイ 芦 新開幸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 美浦 .000    　             
ｽﾏｲﾙﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
井手慶祐
ワールドエース 牡3   

ケイツーマナト ▲小林脩 冠名＋通貨名（アゼルバイジャン）                                         
53.0 .000

1 2 シルクファビュラス 鹿 深山雅史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Devil'sBag) 美浦 .000    　             
ｵﾘｴﾝﾄ牧場(新冠町) 0.0.0.0
楠本勝美
モーリス 牝3   

キタノクリスタル ▲秋山稔 冠名＋近親の活躍馬名より                                         
51.0 .500

2 3 スマートマーチ 栗 土田稔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(リンカーン) 美浦 .000    　             
戸川牧場(日高町) 0.0.0.0
北所直人
ロージズインメイ 牝3   

ブリオローズ ▲原優介 陽気（伊）＋バラ                                         
51.0 .000

2 4 コスモメリー 栗 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤジャパン) 美浦 .000    　             
ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(有)ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ
エイシンフラッシュ 牡3   

ハンター 田中勝春 狩人                                         
56.0 .000

3 5 ビキニクィーン 青鹿 藤原辰雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングヘイロー) 美浦 .000    　             
田中 春美(新ひだか町) 0.0.0.0
道永幸治
パイロ 牝3   

キノトクイーン 大庭和弥 地名＋女王                                         
54.0 .000

3 6 カブリオレ 青鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Dansili) 美浦 .000    　             
ﾐﾘｵﾝﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
花野友象
ハクサンムーン 牡3   

チャットムーン 原田和真 おしゃべり＋父名の一部                                         
56.0 .000

4 7 ニシノアラモード 黒鹿 伊藤伸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(リーチザクラウン) 美浦 .000    　             
棚川 光男(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ
スズカコーズウェイ 牡3   

リワードマレンゴ 横山典弘 冠名＋ナポレオンの愛馬名                                         
56.0 .667

4 8 バライロー 芦 藤原辰雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 美浦 .000    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
宮崎忠比古
サウスヴィグラス 牡3   

ディベルティール 戸崎圭太 楽しませる（西）。母名より連想。皆を
楽しませる馬になってほしい

                                        
56.0 .273

5 9 ハッピーヴァリュー 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 1.00    　             
飛野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
ﾗｲｵﾝﾚｰｽﾎｰｽ(株)
ゴールドヘイロー 牝3   

サンコルテス 武士沢友 太陽＋米国の都市名                                         
54.0 .000

5 10 ワイエムサチ 鹿 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タバスコキャット) 美浦 .000    　             
浦河小林牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)加藤ｽﾃｰﾌﾞﾙ
ロージズインメイ 牡3   

カズオ 横山和生 人名より                                         
56.0 .000

6 11 ファミリズム 栗 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .000    　             
ｽﾏｲﾙﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
國分純
ヘニーヒューズ 牡3   

ゲンパチフォルツァ 武藤雅 冠名＋力強さ、元気な（伊）                                         
56.0 .000

6 12 アイラブリリ 鹿 堀井雅広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ストラヴィンスキー) 美浦 .000    　             
飛野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
平野武志
モンテロッソ 牡3   

ペイシャセイント 江田照男 冠名＋母名の一部                                         
56.0 .000

7 13 セイントリーフ 鹿 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タヤスツヨシ) 美浦 .000    　             
清水ｽﾀｯﾄﾞ(様似町) 0.0.0.0
北所直人
ダンカーク 牡3   

タケショウワンダー ☆菅原明 冠名＋驚異                                         
55.0 .000

7 14 サダムルーティン 黒鹿 田中清隆           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .000    　             
天馬杵臼牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾅｲﾄ商事
カレンブラックヒル 牡3   

モンチ △山田敬 山（ポルトガル語）                                         
54.0 .000

8 15 フォーモサアピール 栗 松山将樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .000    　             
三石川上牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
北所直人
リーチザクラウン 牡3   

ナムラトルフィン ▲小林凌 冠名＋人名より                                         
53.0 .500

8 16 ナムラグルーヴ 鹿 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープスカイ) 美浦 1.00    　             
ｲﾄｳ牧場(日高町) 0.0.0.0
奈村睦弘

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2019.01.07～2021.01.06）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 サウスヴィグラス 184  17  16  14 137 0.092 0.179
 2 ヘニーヒューズ 118  17  10   6  85 0.144 0.229
 3 キンシャサノキセキ 136  12  10  16  98 0.088 0.162
 4 ゴールドアリュール  91  12   8   6  65 0.132 0.220
 5 ヨハネスブルグ  75   9   7   5  54 0.120 0.213
 6 スウェプトオーヴァーボード 109   8   6   6  89 0.073 0.128
 7 シニスターミニスター  87   8   5   9  65 0.092 0.149
 8 パイロ  87   6   5   3  73 0.069 0.126
 9 ロードカナロア  65   6   4   4  51 0.092 0.154
10 アイルハヴアナザー  54   6   2   0  46 0.111 0.148
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2021年1月9日（土）　1回中山2日 3R メイクデビュー中山 サラ系3歳 新馬 （混合） 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。


