
2022年1月22日（土）　1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3歳 新馬  馬齢

1800m　ダート・右
基　準 良　 1:57.2
タイム 重不 1:55.8

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 97  444 23  454  9  355  7
レースラップ傾向：MMM 19  MMS 16  SMS  8  SMM  8
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ラブリーデイ 牡3   

アオカミ 大野拓弥 青髪。本馬の毛色と母母名より連想                                         
56.0 .150

1 1 スイートピグレット 青 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .182    　             
ｼﾝﾎﾞﾘ牧場(日高町) 0.0.0.0
ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾚｰｽﾎｰｽ
リオンディーズ 牡3   

ジョイス 横山武史 人名より                                         
56.0 .333

1 2 ステラグレイス 鹿 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .278    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
林正道
ディープインパクト 牡3   

イケメンプリンス 戸崎圭太 イケメンのプリンス。母名より連想                                         
56.0 .216

2 3 ﾌﾟﾘﾝｾｽｵﾌﾞｼﾙﾏｰ 鹿 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(MajesticWarrior) 美浦 .125    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田千津
ホッコータルマエ 牡3   

ロードマグマ 石川裕紀 冠名＋マグマ                                         
56.0 .160

2 4 インクルーシブ 鹿 菊川正達           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .188    　             
森永 聡(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾛｰﾄﾞﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
タニノギムレット 牡3   

アルバダイヤー ▲永野猛 ＵＡＥに存在する砂漠の名前。母名より
連想

                                        
53.0 .118

3 5 デザートチル 鹿 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(RedRansom) 美浦 .182    　             
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
キズナ 牡3   

カーニバルマーチ 野中悠太 カーニバルの楽曲                                         
56.0 .000

3 6 ｼｰｽﾞｲﾝｸﾙｰﾃﾞｯﾄﾞ 黒鹿 稲垣幸雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Include) 美浦 .444    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
吉田和美
ジャングルポケット 牡3   

ダブルクロス 丸山元気 母名の一部＋十字架                                         
56.0 .107

4 7 ダブルヨウコ 鹿 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .200    　             
増尾牧場(日高町) 0.0.0.0
河内孝夫
ブラックタイド 牝3   

ブエナスエルテ 津村明秀 幸運を祈る言葉（西）                                         
54.0 .000

4 8 ディスメイ 鹿 高橋祥泰           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Dubawi) 美浦 .167    　             
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
シニスターミニスター 牝3   

ラートリー 宮崎北斗 古代インド神話の女神                                         
54.0 .000

5 9 ベストレート 栗 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .182    　             
前谷 武志(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)京都ﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ
ヘニーヒューズ 牡3   

ミュークオーガス ▲横山琉 冠名＋オーガスタ（アメリカの地名）よ
り

                                        
53.0 .121

5 10 ヤマイチマロン 鹿 堀井雅広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .125    　             
石川牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
庄司修二
ダノンレジェンド 牡3   

アンダーレ 北村宏司 行け（伊）。ゴール前での「行け～」の
叫びから命名

                                        
56.0 .194

6 11 アラマサクロフネ 黒鹿 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .462    　             
金 球美(新ひだか町) 0.0.0.0
広尾ﾚｰｽ(株)
モンテロッソ 牡3   

シゲルオオカミ 菊沢一樹 冠名＋動物名。狼                                         
56.0 .143

6 12 シゲルエスペレ 黒鹿 浅野洋一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .000    　             
王蔵牧場(浦河町) 0.0.0.0
森中蕃
サクラゼウス 牡3   

アイアコス Mﾃﾞﾑｰﾛ ギリシャ神話に登場する人物                                         
56.0 .282

7 13 サクラメガプリティ 栗 金成貴史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(グラスワンダー) 美浦 .125    　             
谷岡ｽﾀｯﾄ(新ひだか町) 0.0.0.0
尾上寿夫
ルーラーシップ 牡3   

サバンナキャット 黛弘人 猫の品種名                                         
56.0 .095

7 14 ツルマルオジョウ 鹿 武井亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .063    　             
浜本牧場(日高町) 0.0.0.0
石瀬浩三
キングカメハメハ 牝3   

デルマティターニア 吉田豊 冠名＋シェイクスピアの戯曲に登場する
妖精の女王

                                        
54.0 .107

8 15 ブリッジクライム 鹿 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .000    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
浅沼廣幸
リーチザクラウン 牡3   

アテンハピネス 松岡正海 冠名＋幸せ                                         
56.0 .143

8 16 ハロウィンパレード 青 伊藤伸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 美浦 .000    　             
本桐牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾏｰｸｽ

中山ダート1800m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 キングカメハメハ  97  13  14   5  65 0.134 0.278
 2 スクリーンヒーロー  70  11   4  10  45 0.157 0.214
 3 シニスターミニスター  85  10  10   5  60 0.118 0.235
 4 クロフネ  94  10   8   9  67 0.106 0.191
 5 キズナ  71  10   4   5  52 0.141 0.197
 6 ヘニーヒューズ  89   9   8  12  60 0.101 0.191
 7 ハーツクライ  83   9   5   6  63 0.108 0.169
 8 エスケンデレヤ  75   8   7   3  57 0.107 0.200
 9 ドゥラメンテ  53   8   6   2  37 0.151 0.264
10 ゴールドアリュール  76   7   8   5  56 0.092 0.197
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2022年1月22日（土）　1回中山7日 4R メイクデビュー中山 サラ系3歳 新馬  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。


