
2021年9月25日（土）　4回中山6日 5R メイクデビュー中山

中山 5
  発 走

 12:25
5R メイクデビュー中山
サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢

1600m　芝・右　外
基　準 良　 1:37.3
タイム 重不 1:38.1

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 15  544 12  435  5  444  5
レースラップ傾向：MMM 12  SMM  9  MMS  7  SSM  4
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ロージズインメイ 牡2   

フジフォンテ 丹内祐次 富士＋泉（伊）。富士の泉                                         
54.0 .143

1 1 シチリアーナ 青鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メイショウオウドウ) 美浦 .086    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
岡田牧雄
ドゥラメンテ 牝2   

フォーユーランラン △山田敬 あなたのために走る                                         
52.0 .049

1 2 サトノアスカ 鹿 粕谷昌央           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Giant'sCauseway) 美浦 .067    　             
奥山 博(日高町) 0.0.0.0
村田滋
ストロングリターン 牡2   

ゴールデンヨシノ 丸田恭介 黄金＋冠名。金色の様に輝く馬になる                                         
54.0 .099

2 3 アーキタイプ 鹿 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .108    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
清水義徳
イスラボニータ 牝2   

アメトリーチェ 菅原明良 Ａｍｅｔｒｉｎｅ（宝石名）とＬｕｃｅ
（イタリア語で輝き）より

                                        
54.0 .167

2 4 スプリングボード 栗 加藤士津           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アサティス) 美浦 .115    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(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
キタサンブラック 牝2   

ベアフィールド 大野拓弥 冠名＋原野                                         
54.0 .163

3 5 アドマイヤラック 鹿 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .117    　             
秋田牧場(新冠町) 0.0.0.0
熊木浩
キタサンブラック 牝2   

ビジュノワール Cﾙﾒｰﾙ 黒い宝石（仏）                                         
54.0 .415

3 6 クーデグレイス 青鹿 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ホワイトマズル) 美浦 .192    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
吉田勝己
キズナ 牝2   

ビロングゴールド ▲原優介 母父名の一部＋母名の一部。黄金の系譜                                         
51.0 .062

4 7 ペガサスゴールド 鹿 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(BelongtoMe) 美浦 .040    　             
丸幸小林牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)丸幸小林牧場
サトノアラジン 牡2   

リュウキュウカリー 柴田善臣 琉球＋沖縄の方言で乾杯                                         
54.0 .115

4 8 マヤノヴァイオラ 鹿 大江原哲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .068    　             
北洋牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
棚網ﾙﾐ子
ノヴェリスト 牡2   

ラスティンボーイ 木幡巧也 永遠の少年                                         
54.0 .105

5 9 ゴールデンハープ 栗 勢司和浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 美浦 .053    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
齋藤秀昭
グランプリボス 牝2   

コーラルパール 杉原誠人 珊瑚と真珠。母名より連想                                         
54.0 .064

5 10 コーラルグリッタ 栗 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .057    　             
猿橋 義昭(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
ドレフォン 牡2   

モズテンクウ 吉田豊 冠名＋天空                                         
54.0 .079

6 11 ライブリースプライト 鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Dansili) BL 栗東 .208    　             
ｱｽﾗﾝ(苫小牧市) 0.0.0.0
(株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ
キズナ 牡2   

タイキバンディエラ 田辺裕信 冠名＋旗（伊）。旗頭としてクラブを率
いるような活躍を期待して

                                        
54.0 .202

6 12 タイキキララ 黒鹿 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングヘイロー) 栗東 .117    　             
ﾋﾞｸﾄﾘｰﾎｰｽﾗﾝﾁ(浦河町) 0.0.0.0
(有)大樹ﾌｧｰﾑ
キズナ 牝2   

シロン 松若風馬 インドの都市名（メーガーラヤ州都）                                         
54.0 .126

7 13 ケイティーズベスト 鹿 高柳大輔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファルブラヴ) 栗東 .182    　             
藤本 直弘(日高町) 0.0.0.0
山本律
ドレフォン 牝2   

アイレ 三浦皇成 風（西）。父名より連想                                         
54.0 .217

7 14 ナスカ 鹿 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .054    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｼﾙｸﾚｰｼﾝｸﾞ
ルーラーシップ 牝2   

アモールファティ 津村明秀 自分の人生に愛を。ニーチェによって提
唱された哲学用語

                                        
54.0 .168

8 15 インプレショニスト 鹿 牧田和弥           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .118    　             
松浦牧場(新冠町) 0.0.0.0
薪浦亨
バトルプラン 牝2   

ファロロジー Mﾃﾞﾑｰﾛ 灯台学                                         
54.0 .276

8 16 ミントシャイン 鹿 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .210    　             
富本 茂喜(新冠町) 0.0.0.0
水上ﾌｼﾞ子

中山芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2019.09.23～2021.09.22）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ディープインパクト 112  16  10   7  79 0.143 0.232
 2 ロードカナロア  90   8  10   7  65 0.089 0.200
 3 ダイワメジャー  91   8   5  10  68 0.088 0.143
 4 ハーツクライ  58   7   5   5  41 0.121 0.207
 5 キズナ  41   5   7   1  28 0.122 0.293
 6 キンシャサノキセキ  36   4   4   2  26 0.111 0.222
 7 オルフェーヴル  41   4   3   4  30 0.098 0.171
 8 リアルインパクト  37   4   3   2  28 0.108 0.189
 9 ローエングリン  38   4   2   3  29 0.105 0.158
10 ドゥラメンテ  25   4   0   5  16 0.160 0.160
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2021年9月25日（土）　4回中山6日 5R メイクデビュー中山 サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢 1600m　芝・右　外
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。


