
2021年9月11日（土）　4回中山1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2歳 新馬  馬齢

1200m　ダート・右
基　準 良　 1:13.2
タイム 重不 1:12.4

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 30  455  4  444  3  524  3
レースラップ傾向：MMM 15  SSM 15  MMS 10  MSM  8
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ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牡2   

スズカマジェスタ ☆富田暁 冠名＋父名より                                         
53.0 .105

1 1 ウェルノーテッド 栗 須貝尚介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ドリームジャーニー) 栗東 .224    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
永井啓弍
ヘニーハウンド 牡2   

モナルヒ Cﾙﾒｰﾙ 君主（独）                                         
54.0 .416

1 2 マザーレイク 鹿 小崎憲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 栗東 .150    　             
平山牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
ルーラーシップ 牝2   

オードゥメール 石川裕紀 海水（仏）                                         
54.0 .101

2 3 オーシュペール 鹿 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .171    　             
ｹｲｱｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
中村智幸
ディープブリランテ 牡2   

アスターモノゴン 福永祐一 冠名＋一角形                                         
54.0 .311

2 4 アスターヒューモア 黒鹿 中竹和也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(MoreThanReady) 栗東 .196    　             
ｽﾏｲﾙﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
加藤久枝
ヘニーヒューズ 牝2   

ミッテルライン ▲永野猛 ライン川中流域にあるドイツワインの産
地。母名より連想

                                        
51.0 .089

3 5 グリューヴァイン 栗 和田正一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .165    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｷｬﾛｯﾄﾌｧｰﾑ
カレンブラックヒル 牡2 替 21.08.21 4新潟3

エンベルト 勝浦正樹 「光り輝く戦士」という意味のイタリア
語圏の人名より

新馬                                    
54.0 .114 取消 17頭 8番 　

3 6 コウセイエリザベス 栗 的場均  0 初 武士沢 54 　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アイルハヴアナザー) 美浦 .057  1200m 芝A 良             
ｲﾜﾐ牧場(新冠町) 0.0.0.0 MSM 35.1-35.4
八嶋長久 逃差先
エスポワールシチー 牝2   

ボンジュールイエル ▲小林脩 冠名＋ヤッタ                                         
51.0 .077

4 7 レディジェーン 鹿 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .044    　             
平山牧場(新冠町) 0.0.0.0
田中善次郎
ロゴタイプ 牝2   

イントロバート ◇藤田菜 内向型                                         
52.0 .096

4 8 アイコチャン 黒鹿 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ピルサドスキー) 美浦 .057    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
吉野智博
パイロ 牝2   

ファイアリースカイ 大野拓弥 燃えるような空                                         
54.0 .158

5 9 エアショウ 青鹿 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープスカイ) 美浦 .181    　             
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
ドレフォン 牝2   

チムドンドン 田辺裕信 胸がドキドキする（沖縄方言）                                         
54.0 .208

5 10 チュラカーギー 鹿 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .193    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
瀬谷隆雄
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牡2   

スズカコテキタイ 岩部純二 冠名＋母名                                         
54.0 .091

6 11 コテキタイ 鹿 柄崎孝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サウスヴィグラス) 美浦 .033    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
永井啓弍
トゥザワールド 牡2   

キリシマタウン 菊沢一樹 冠名＋街。郷里霧島はおしゃれな街                                         
54.0 .077

6 12 チェリースマイル 栗 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .044    　             
田原橋本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
西村新一郎
アジアエクスプレス 牝2   

チュウワフラワー ▲小林凌 冠名＋花                                         
51.0 .087

7 13 チュウワグルーヴ 鹿 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ルーラーシップ) 美浦 .149    　             
若林 順一(日高町) 0.0.0.0
中西忍
マクフィ 牡2   

イチゴキネンビ △山田敬 イチゴ＋記念日                                         
52.0 .051

7 14 イチゴアミーラ 鹿 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .064    　             
碧雲牧場(日高町) 0.0.0.0
(合)ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ
バトルプラン 牡2   

トーセンリベロ 菅原明良 冠名＋自由な（ラテン語）                                         
54.0 .166

8 15 シーブリーズラブ 鹿 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(カジノドライヴ) 美浦 .080    　             
ｴｽﾃｨﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
島川隆哉
リオンディーズ 牡2   

リオンラファール Mﾃﾞﾑｰﾛ 獅子（仏）＋疾風（仏）。父名より連想                                         
54.0 .275

8 16 ソラコマチ 鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .106    　             
村上牧場(新ひだか町) 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

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2019.09.09～2021.09.08）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ヘニーヒューズ 128  24  10   9  85 0.188 0.266
 2 サウスヴィグラス 166  14  16  13 123 0.084 0.181
 3 キンシャサノキセキ 120  13   8  16  83 0.108 0.175
 4 ロードカナロア  81  10   4   8  59 0.123 0.173
 5 ゴールドアリュール  74   8   8   5  53 0.108 0.216
 6 アジアエクスプレス  54   7   7   3  37 0.130 0.259
 7 スウェプトオーヴァーボード 112   7   5   5  95 0.063 0.107
 8 シニスターミニスター  89   7   3   9  70 0.079 0.112
 9 ダイワメジャー  68   6   5   5  52 0.088 0.162
10 アポロキングダム  29   6   5   2  16 0.207 0.379
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2021年9月11日（土）　4回中山1日 4R メイクデビュー中山 サラ系2歳 新馬  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。


