
2021年1月17日（日）　1回中山6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 （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  444  5  544  4  524  3
レースラップ傾向：MMS 20  MMM 17  SMS  8  SMM  7
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ハーツクライ 牡3   

エシカル Cﾙﾒｰﾙ 倫理的                                         
56.0 .304

1 1 ウーマンシークレット 黒鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Sadler'sWells) 美浦 .000    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
吉田和美
ロードカナロア 牡3   

ロレンツォ 石橋脩 イタリアの男性名より                                         
56.0 .235

1 2 マリアフィオーレ 黒鹿 加藤征弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .125    　             
伏木田牧場(浦河町) 0.0.0.0
丸山担
ロードカナロア 牡3   

シャドウモノリス 三浦皇成 冠名＋フランスのサンテミリオンにある
教会の名前

                                        
56.0 .296

2 3 サンテミリオン 黒鹿 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .100    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
飯塚知一
IntoMischief 牡3   

(外)コズミックマインド 田辺裕信 宇宙の＋心                                         
56.0 .185

2 4 MysticalStar 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Ghostzapper) 美浦 .111    　             
Candy Meadows LLC(米) 0.0.0.0
(株)ﾚｯﾄﾞﾏｼﾞｯｸ
オルフェーヴル 牡3   

オーケーナイト 石川裕紀 馬主イニシャル＋騎士。母名より連想                                         
56.0 .125

3 5 ナンヨーナイト 栗 相沢郁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .000    　             
三好牧場(浦河町) 0.0.0.0
小野建
ハービンジャー 牡3   

ネオルーナ 野中悠太 冠名＋母名の一部                                         
56.0 .100

3 6 ベラルーナ 鹿 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .222    　             
上村 清志(新ひだか町) 0.0.0.0
西田俊二
ホッコータルマエ 牡3   

ダイモーン 酒井学 ギリシャ神話の半神半人                                         
56.0 .063

4 7 トロピカルラヴ 黒鹿 佐藤吉勝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .000    　             
武 牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
平本敏夫
トゥザグローリー せん3   

アイグローリー 江田照男 冠名＋栄光                                         
56.0 .091

4 8 ファンアンドゲイムス 鹿 中野栄治           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Rahy) 美浦 .000    　             
谷口牧場(浦河町) 0.0.0.0
ﾗｲﾌｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ(株)
CaliforniaChrome 牝3   

(外)エリーテソーロ 戸崎圭太 アメリカの都市名＋冠名                                         
取 54.0 .219

5 CelticChant 栗 田中博康           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
消 (Songandaprayer) 美浦 .000    　             

Clarkland Farm LLC(米) 0.0.0.0
了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ダノンシャンティ 牝3   

ショウナンカリプソ 北村友一 冠名＋西インド諸島の軽快なリズムの音
楽

                                        
54.0 .083

5 10 ショウナンアズサ 鹿 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .091    　             
木村牧場(日高町) 0.0.0.0
国本哲秀
ナカヤマフェスタ 牡3   

ニシノバシャール 津村明秀 冠名＋良き知らせ、福音をもたらす者（
アラビア語）

                                        
56.0 .045

6 11 ニシノブルームーン 鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 美浦 .125    　             
本桐牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
西山茂行
ローエングリン 牡3   

ラップリーダー 武藤雅 ゴールラインをトップで通過すること（
モータースポーツ用語）

                                        
56.0 .136

6 12 フローラルカーヴ 栗 小笠倫弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .111    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田照哉
ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 牡3   

ケヴィンズクロス 横山武史 グレンダロッホ大聖堂の南にある象徴的
な十字架

                                        
56.0 .200

7 13 グレンダロッホ 芦 菊沢隆徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .273    　             
梅田牧場(浦河町) 0.0.0.0
ﾗｲｵﾝﾚｰｽﾎｰｽ(株)
ダイワメジャー 牡3   

ケンブリッジヤマト ▲原優介 冠名＋地名（大和の国）                                         
53.0 .000

7 14 テネシーワルツ 栗 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HighChaparral) 美浦 .143    　             
ﾀｲﾍｲ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
中西桂子
ドゥラメンテ 牡3   

クロスオブドリーム 北村宏司 夢のクロス。本馬のインブリードに期待
して

                                        
56.0 .190

8 15 フレンチサマー 鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 栗東 .250    　             
ｸﾞﾛｰﾘｰﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
クリエイター２ 牝3   

メイショウメイロウ 柴田善臣 冠名＋明朗                                         
54.0 .000

8 16 タイヨウノコ 芦 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .250    　             
林 孝輝(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄

中山ダート1800m種牡馬成績 （集計期間：2019.01.15～2021.01.14）
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 110  15  13  12  70 0.136 0.255
 2 ハーツクライ  73  13   3   5  52 0.178 0.219
 3 キングカメハメハ  78  12  19   6  41 0.154 0.397
 4 アイルハヴアナザー 123  10  14   8  91 0.081 0.195
 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  77   8   7   9  53 0.104 0.195
 8 キズナ  42   7   3   3  29 0.167 0.238
 9 パイロ  59   6   9   3  41 0.102 0.254
10 ブラックタイド  71   6   7   8  50 0.085 0.183

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）

1 2 3 4 5 6 7 8
15 17 17 18 21 20 23 19

2021年1月17日（日）　1回中山6日 4R 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。


