
2021年1月16日（土）　1回中山5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3歳 新馬 牝 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  444  5  544  5  524  3
レースラップ傾向：MMS 20  MMM 17  SMS  8  SMM  7
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エスポワールシチー 牝3   

キタノハードウェイ 丸田恭介 冠名＋近親の活躍馬名より                                         
54.0 .273

1 1 レアシルウィア 鹿 南田美知           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ティンバーカントリー) 美浦 .000    　             
東栄牧場(浦河町) 0.0.0.0
北所直人
トゥザワールド 牝3   

ウィズザワールド 柴田大知 母名より＋父名の一部                                         
54.0 .158

1 2 シルキーウィズ 栗 松山将樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンドスウィープ) 美浦 .000    　             
ﾗﾂｷｰ牧場(新冠町) 0.0.0.0
阿部善武
エイシンフラッシュ 牝3   

タキオン 蛯名正義 母名の一部                                         
54.0 .000

2 3 ヴィーヴァタキオン 青 田中清隆           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .000    　             
山口 幸雄(様似町) 0.0.0.0
芹澤精一
モンテロッソ 牝3   

セラダエストレーラ 西村太一 アザミの花で作るチーズ。母名より連想                                         
54.0 .000

2 4 リキサンフロール 鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .000    　             
本桐牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
加藤徹
シニスターミニスター 牝3   

クインズミモザ 北村宏司 冠名＋ハーブの名前                                         
54.0 .190

3 5 ベターナウ 鹿 池上昌和           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ThunderGulch) 美浦 .000    　             
隆栄牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｹｲｱｲｽﾀﾘｵﾝ
ラブリーデイ 牝3   

エピックデイ 杉原誠人 サーフィン用語で「人生で１度来るか来
ないかの最高の日」

                                        
54.0 .000

3 6 ピンクパレット 栗 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(オレハマッテルゼ) 美浦 .143    　             
鎌田 正嗣(浦河町) 0.0.0.0
(株)京都ﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ
ホッコータルマエ 牝3   

アイソウザスター 石川裕紀 私は星を見た                                         
54.0 .125

4 7 スパイスフェアリー 鹿 小笠倫弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シニスターミニスター) 美浦 .111    　             
ﾋﾀﾞｶﾌｱｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
吉岡泰治
ヘニーヒューズ 牝3   

ララシャルロット 大野拓弥 冠名＋貴婦人の帽子（仏）                                         
54.0 .080

4 8 エイシンピカデリー 栗 今野貞一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HardSpun) 栗東 .167    　             
佐藤牧場(新冠町) 0.0.0.0
ﾌｼﾞｲ興産(株)
タニノギムレット 牝3   

エーアイダンサー 丸山元気 ＡＩを用いてダンス表現されたダンスを
踊る人

                                        
54.0 .136

5 9 フェイドレス 鹿 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(バブルガムフェロー) 美浦 .143    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
岡田壮史
リオンディーズ 牝3   

アランチャロッサ 横山武史 ブラッドオレンジ（伊）                                         
54.0 .200

5 10 ヴィヴィッドカラー 青鹿 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .222    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｻﾝﾃﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ
ディープスカイ 牝3   

ドーニングスカイ ▲小林脩 ほのぼのと明けゆく空                                         
51.0 .100

6 11 メイショウホノボノ 栗 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メイショウサムソン) 美浦 .200    　             
日進牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)日進牧場
アジアエクスプレス 牝3   

アジリティ 木幡巧也 犬の障害物競走                                         
54.0 .045

6 12 マスターギラティナ 栗 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 美浦 .000    　             
芳住 鉄兵(新冠町) 0.0.0.0
石瀬浩三
トランセンド 牝3   

ヤマトライトシップ 江田照男 冠名＋灯台船                                         
54.0 .091

7 13 シャインレジーナ 鹿 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .182    　             
大林ﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
醍醐徹
キングヘイロー 牝3   

サイモンシナモン ▲原優介 冠名＋甘い香りのスパイス                                         
51.0 .000

7 14 ビックセイラー 芦 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .000    　             
長田ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
澤田昭紀
ダンカーク 牝3   

ラヴアンドグレース 野中悠太 愛情と恩寵。人々の愛情と神様の恵みを
たくさん受けられるように願い

                                        
54.0 .100

8 15 エーシントゥーゴー 鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(GoneWest) 美浦 .125    　             
高野牧場(浦河町) 0.0.0.0
村山卓也
キズナ 牝3   

ラスティングボンド 石橋脩 永続的な絆                                         
54.0 .235

8 16 ザンスカール 黒鹿 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .222    　             
ｹｲｱｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾛｰﾄﾞﾎｰｽｸﾗﾌﾞ

中山ダート1800m種牡馬成績 （集計期間：2019.01.14～2021.01.13）
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 111  16  13  12  70 0.144 0.261
 2 ハーツクライ  75  13   4   5  53 0.173 0.227
 3 キングカメハメハ  79  12  19   6  42 0.152 0.392
 4 アイルハヴアナザー 126  10  14   8  94 0.079 0.190
 5 ヘニーヒューズ  90  10  12  10  58 0.111 0.244
 6 クロフネ 109  10   7  10  82 0.092 0.156
 7 ヴィクトワールピサ  79   8   7   9  55 0.101 0.190
 8 キズナ  42   7   3   3  29 0.167 0.238
 9 パイロ  61   6   9   3  43 0.098 0.246
10 ブラックタイド  72   6   7   8  51 0.083 0.181
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2021年1月16日（土）　1回中山5日 4R メイクデビュー中山 サラ系3歳 新馬 牝 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。


