
2021年9月26日（日）　4回中山7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 （混合） 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  355  9  455  4  444  3
レースラップ傾向：SSM 15  MMM 14  MMS 10  MSM  8
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バゴ 牝2   

シンソーブ 野中悠太 人名より                                         
54.0 .045

1 1 マイギフト 栗 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(IceBox) 美浦 .137    　             
北島牧場(平取町) 0.0.0.0
栗山良子
モンテロッソ 牡2   

ライフゴーズオン 嶋田純次 人生は続く                                         
54.0 .082

1 2 タプローム 鹿 石毛善彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ケイムホーム) 美浦 .038    　             
ﾐﾙﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
ハービンジャー 牝2   

ジェイケイルビー ▲小林脩 冠名＋宝石名                                         
51.0 .081

2 3 アイアムエメラルド 栗 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 美浦 .107    　             
村上 欽哉(新冠町) 0.0.0.0
小谷野次郎
メイショウボーラー 牡2   

ナイスサンデー ▲原優介 良い＋母名の一部                                         
51.0 .062

2 4 ミサトサンデー 栗 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フサイチコンコルド) 美浦 .061    　             
木村 秀則(新ひだか町) 0.0.0.0
戸部政彦
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牡2   

ハウドベルク 武士沢友 金の山（オランダ語）                                         
54.0 .078

3 5 チャンピオンダイヤ 栗 古賀史生           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .089    　             
宝寄山 拓樹(日高町) 0.0.0.0
西森功
サトノアラジン 牝2   

スウィートナー 菊沢一樹 曲名。母名から連想                                         
54.0 .077

3 6 タイキグラミー 鹿 菊沢隆徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .126    　             
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
ラニ 牡2   

ブレイクザアイス 勝浦正樹 口火を切る                                         
54.0 .110

4 7 チェストケハーツ 芦 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) BL 美浦 .210    　             
幌村牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
ｺｳﾄﾐｯｸﾚｰｼﾝｸﾞ
ノヴェリスト 牡2   

ナランホ 内田博幸 人名より                                         
54.0 .098

4 8 ホザンナ 栗 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .177    　             
静内ﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
薪浦亨
メイショウボーラー 牝2   

エンジェルモモ ▲小林凌 天使＋人名より。天使のようなモモちゃん                                         
51.0 .084

5 9 ローザビアンカ 鹿 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ワイルドラッシュ) 美浦 .160    　             
ﾋﾀﾞｶﾌｱｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
新木鈴子
ラブリーデイ 牡2   

ノーブルキャナル 武藤雅 冠名＋運河                                         
54.0 .092

5 10 ファービヨンド 青 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープスカイ) 美浦 .210    　             
ﾊｼﾓﾄﾌｱｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
吉木伸彦
アポロキングダム 牝2   

アポロリップ 丹内祐次 冠名＋唇                                         
54.0 .143

6 11 ポエティックターン 鹿 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Pivotal) 美浦 .118    　             
ﾍｲﾊﾀ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
ｱﾎﾟﾛｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ
コパノリッキー 牝2   

ライヴサファイア 木幡巧也 冠名＋宝石の一種                                         
54.0 .105

6 12 ナムラエンジェル 栗 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サウスヴィグラス) 美浦 .122    　             
野坂牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
澤田孝之
プリサイスエンド 牡2   

タヤスゴールド 江田照男 冠名＋金メダルより。オリンピックイヤ
ーであることから連想

                                        
54.0 .083

7 13 ラブレインボー 栗 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .118    　             
上山牧場(浦河町) 0.0.0.0
横瀬兼二
トゥザワールド 牡2   

オールフラッグ 菅原明良 満船飾。競馬界を飾り立てるような活躍
を願って。母、母父より連想

                                        
54.0 .167

7 14 クルージンミジー 芦 奥村武           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(MizzenMast) 美浦 .140    　             
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
ダノンシャーク 牝2   

ウインタースイート 杉原誠人 蝋梅                                         
54.0 .064

8 15 ビアンコ 栗 伊藤伸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ウォーニング) 美浦 .048    　             
春木ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
エピファネイア 牝2   

パパリーヌキャスト 横山武史 フランス菓子の名前＋母名の一部                                         
54.0 .242

8 16 ボンボンキャスト 青鹿 大竹正博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .217    　             
石川牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
山科統

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2019.09.24～2021.09.23）
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 129  24  10   8  87 0.186 0.264
 2 サウスヴィグラス 165  13  16  13 123 0.079 0.176
 3 キンシャサノキセキ 125  13   8  16  88 0.104 0.168
 4 ロードカナロア  87   9   5   9  64 0.103 0.161
 5 アジアエクスプレス  61   7   8   5  41 0.115 0.246
 6 シニスターミニスター  86   7   3   9  67 0.081 0.116
 7 アイルハヴアナザー  48   7   0   0  41 0.146 0.146
 8 ゴールドアリュール  72   6   9   5  52 0.083 0.208
 9 ダイワメジャー  67   6   5   5  51 0.090 0.164
10 スウェプトオーヴァーボード 113   6   5   4  98 0.053 0.097
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2021年9月26日（日）　4回中山7日 4R メイクデビュー中山 サラ系2歳 新馬 （混合） 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。


