
2021年1月11日（祝）　1回中山4日 4R メイクデビュー中山

中山 4
  発 走

 11:25
4R メイクデビュー中山
サラ系3歳 新馬 牝 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 17  MMM 16  MMS  9  MSM  8
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ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 牝3   

シンシアハート ▲秋山稔 誠実な、純粋な心。母名より連想                                         
51.0 .500

1 1 クリアソウル 芦 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 美浦 .000    　             
高山牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
オルフェーヴル 牝3   

ミヤコノアカリ Cﾙﾒｰﾙ 冠名＋明かり                                         
54.0 .000

1 2 エビスオール 鹿 加藤征弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ChiefSeattle) 美浦 .000    　             
恵比寿牧場(浦河町) 0.0.0.0
吉田都枝江
ロジユニヴァース 牝3   

ララショコラ ▲小林凌 冠名＋チョコレート（仏）                                         
51.0 .500

2 3 ベツァオバーン 黒鹿 和田雄二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 美浦 .000    　             
ﾋﾀﾞｶﾌｱｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
ﾌｼﾞｲ興産(株)
ドゥラメンテ 牝3   

アラメア 武藤雅 大切な、かわいい（ハワイ語）                                         
54.0 .000

2 4 ロアジス 鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Medagliad'Oro) 美浦 .000    　             
上水牧場(むかわ町) 0.0.0.0
落合幸弘
オルフェーヴル 牝3   

ニースバローズ ☆斎藤新 勝利の女神像の名を持つフランスの町＋
冠名

                                        
53.0 .200

3 5 ビーウインド 栗 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スピニングワールド) 美浦 .333    　             
杵臼牧場(浦河町) 0.0.0.0
猪熊広次
モーリス 牝3   

オハギ ▲原優介 おはぎ。本馬の幼い時の体型より連想                                         
51.0 .000

3 6 メジロツボネ 芦 尾関知人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ) 美浦 .000    　             
ﾚｲｸｳﾞｨﾗﾌｧｰﾑ(洞爺湖町) 0.0.0.0
岩崎伸道
スピルバーグ 牝3   

イッツアメイジング 横山和生 素晴らしい                                         
54.0 .000

4 7 フェアリーバラード 鹿 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Sadler'sWells) 美浦 .000    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
田邉幸則
アンライバルド 牝3   

サンマルアン 藤井勘一 冠名＋女性の名前より                                         
54.0 .000

4 8 サンマルセイコー 栗 佐藤吉勝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ビワタケヒデ) 美浦 .000    　             
田端牧場(日高町) 0.0.0.0
相馬勇
サウスヴィグラス 牝3   

ハッピーホリデイズ 宮崎北斗 よい休暇を                                         
54.0 .000

5 9 ホリデイオンアイス 青鹿 高橋祥泰           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .000    　             
村上 進治(新冠町) 0.0.0.0
山上和良
エイシンヒカリ 牝3   

ジュンダイハード 田辺裕信 冠名＋不死身                                         
54.0 .286

5 10 ニシノプルメリア 芦 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Singspiel) 美浦 .000    　             
川上牧場(新冠町) 0.0.0.0
河合純二
オルフェーヴル 牝3   

アメチャン 勝浦正樹 関西地方の飴の呼び方。小さくてかわい
いため

                                        
54.0 .000

6 11 ｷﾞｬﾋﾞｰｽﾞｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷﾞｬﾙ 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Medagliad'Oro) 美浦 1.00    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
大冨智弘
カジノドライヴ 牝3   

アイアンランナー ☆菅原明 冠名＋走者                                         
53.0 .000

6 12 チアズイーガー 鹿 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .000    　             
ｸﾞﾛｰﾘｰﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
池上一馬
パイロ 牝3   

アウリッシュ 三浦皇成 賢い顔つき                                         
54.0 .143

7 13 バーンアウル 黒鹿 伊藤圭三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(コマンズ) 美浦 .500    　             
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
マルカシェンク 牝3   

ロマンスガール ▲小林脩 母名の一部＋少女                                         
51.0 .000

7 14 タヤスロマンス 鹿 土田稔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(カーネギー) 美浦 .000    　             
荒井ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
横瀬兼二
ゼンノロブロイ 牝3   

エミーブリッツ 原田和真 人名より＋稲妻（独）                                         
54.0 .000

8 15 クレバーパルマ 栗 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .000    　             
ｸﾘｱﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
今井優
ダンカーク 牝3   

プライベートカラー ◇藤田菜 プライベート＋色。本馬の血統より連想                                         
52.0 .000

8 16 カワカミリバティー 栗 竹内正洋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｽﾀﾁｭｰｵﾌﾞﾘﾊﾞﾃｨ) 美浦 .333    　             
三石川上牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)三石川上牧場

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2019.01.09～2021.01.08）
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11日（祝）　1回中山4日 4R メイクデビュー中山 サラ系3歳 新馬 牝 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。


