
2022年1月22日（土）　1回中山7日 3R メイクデビュー中山

中山 3
  発 走

 11:10
3R メイクデビュー中山
サラ系3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：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 44  255 21  355 16  544 13
レースラップ傾向：MMM 16  SSM 13  MMS  9  MSM  8
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キズナ 牝3   

プティアンジュ ☆木幡育 小さな天使（仏）。母名より連想                                         
53.0 .000

1 1 アースエンジェル 青鹿 田中剛           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キンシャサノキセキ) 美浦 .200    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(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
ザファクター 牡3   

デライトアゲン 野中悠太郎 喜び＋冠名                                         
56 .000

1 2 セインツプレイ 芦 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SaintBallado) 美浦 .000    　             
佐々木 恵一(浦河町) 0.0.0.0
浅川皓司
トーセンジョーダン 牝3   

ライクアパール 江田照男 真珠のように                                         
54.0 .043

2 3 ドリームドリーマー 青鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .000    　             
中神牧場(浦河町) 0.0.0.0
畑佐博
ミッキーアイル 牡3   

ライトモティーフ 横山武史 示導動機（独）                                         
56.0 .333

2 4 サチノスイーティー 黒鹿 萩原清           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(カリスタグローリ) 美浦 .000    　             
笠松牧場(浦河町) 0.0.0.0
水上行雄
ビッグアーサー 牡3   

フェルクアーサー 田辺裕信 母名より＋父名の一部                                         
56.0 .400

3 5 フェルクレール 鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ドリームジャーニー) 美浦 .000    　             
木下牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
米津佳昭
メジロダイボサツ 牡3   

オレノスゴワザ 岩部純二 冠名（俺の）＋凄技。すぐれた技                                         
56.0 .000

3 6 レッドカサブランカ 鹿 南田美知           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 美浦 .000    　             
北田 剛(日高町) 0.0.0.0
諸岡慶
ゴスホークケン 牝3   

ライズザトーチ 嶋田純次 掲げる＋母名の一部                                         
54.0 .000

4 7 パスザトーチ 黒鹿 堀井雅広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾗｲﾄ) 美浦 .125    　             
天羽 禮治(日高町) 0.0.0.0
藤田在子
ザファクター 牝3   

キリシマミッチー 大野拓弥 霧島＋人名愛称                                         
54.0 .150

4 8 ウインヴァネッサ 芦 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .071    　             
川島牧場(新冠町) 0.0.0.0
茂木道和
アドマイヤムーン 牝3   

コンエスペランサ 松岡正海 希望をもって（西）                                         
54.0 .143

5 9 セイントローズバド 鹿 中野栄治           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) BL 美浦 .000    　             
清水ｽﾀｯﾄﾞ(様似町) 0.0.0.0
西森功
イスラボニータ 牝3   

フラッシュサンダー ▲小林脩 閃光＋母名の一部。強烈な末脚を期待し
て

                                        
51.0 .063

5 10 イブニングサンダー 黒鹿 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(MorningLine) 美浦 .000    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(株)ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ
コパノリッキー 牝3   

カチグミ ▲横山琉 勝ち組                                         
51.0 .121

6 11 マイウィン 黒鹿 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 美浦 .300    　             
加藤牧場(日高町) 0.0.0.0
(有)加藤牧場
ペルーサ 牝3   

ラブバラード △山田敬 愛＋バラード                                         
52.0 .071

6 12 スターライトダンス 栗 加藤和宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スピードワールド) 美浦 .000    　             
ｽﾋﾟｰﾄﾞﾌｱｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(有)ｽﾋﾟｰﾄﾞﾌｧｰﾑ
ダノンレジェンド 牡3   

クールライズ ▲永野猛 かっこいい＋昇る                                         
53.0 .118

7 13 トゥービーハッピー 鹿 伊藤圭三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Bernardini) 美浦 .278    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
久木田隆
ミッキーアイル 牡3   

マサハヤブッカーズ Cﾙﾒｰﾙ 冠名＋人名より                                         
56.0 .250

7 14 ダイワウィズミー 栗 今野貞一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .286    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
中村政夫
ロゴタイプ 牡3   

ホーネット 津村明秀 スズメバチ                                         
56.0 .000

8 15 ティファイファイ 栗 石毛善彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スターリングローズ) 美浦 .000    　             
戸川牧場(日高町) 0.0.0.0
(有)木村牧場
アポロキングダム 牝3   

キソー 武士沢友 本馬の体型が木曽馬に似ているため                                         
54.0 .056

8 16 ウィットウォーター 栗 古賀史生           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヨハネスブルグ) 美浦 .000    　             
松浦牧場(新冠町) 0.0.0.0
鈴木康弘

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2020.01.20～2022.01.19）
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 143  20  11  13  99 0.140 0.217
 2 キンシャサノキセキ 124  14   7  14  89 0.113 0.169
 3 アジアエクスプレス  85  12  14   6  53 0.141 0.306
 4 ロードカナロア  88  11   5   9  63 0.125 0.182
 5 サウスヴィグラス 148   9  14  13 112 0.061 0.155
 6 アポロキングダム  34   8   2   3  21 0.235 0.294
 7 カレンブラックヒル  46   7   5   2  32 0.152 0.261
 8 パイロ  78   7   3   5  63 0.090 0.128
 9 スウェプトオーヴァーボード 102   5   5   3  89 0.049 0.098
10 ディスクリートキャット  54   4   6   5  39 0.074 0.185
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2022年1月22日（土）　1回中山7日 3R メイクデビュー中山 サラ系3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。


