
2022年9月18日（日）　4回中山4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 牝 馬齢

1600m　芝・右　外
基　準 良　 1:37.2
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 32  444 28  255 20  544 20
レースラップ傾向：MMM 13  SMM  9  MMS  8  SSM  5
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リアルスティール 牝2   

プラチナジュビリー 田辺裕信 君主制国家などにおける在位７０周年の記
念式典

                                        
54.0 .253

1 1 カホマックス 鹿 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .117    　             
杵臼牧場(浦河町) 0.0.0.0
大塚亮一
イスラボニータ 牝2   

ダリオールショコラ 柴田大知 ダリオール型を使ったチョコレートケー
キ

                                        
54.0 .081

1 2 ダリオール 黒鹿 栗田徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HighestHonor) 美浦 .164    　             
ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ハービンジャー 牝2   

エミュー 菅原明良 感動した（仏）                                         
54.0 .175

2 3 スーリール 鹿 和田正一郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .164    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
ダイワメジャー 牝2   

ピオニーシャルム 石川裕紀人 牡丹＋魅力（仏）                                         
54.0 .103

2 4 トールディクイント 栗 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SeaTheStars) 美浦 .163    　             
田中 裕之(新ひだか町) 0.0.0.0
ｳｴｽﾄ.ﾌｫﾚｽﾄ.ｽﾃｲﾌﾞﾙ(株)
エイシンヒカリ 牝2   

コノハナミカミ 丸田恭介 御祭神である木花咲耶姫命より＋天照大
御神より

                                        
54.0 .060

3 5 ホウショウマツエ 栗 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(MalibuMoon) 美浦 .056    　             
前田ﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
自由ｶﾞ丘ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ倶楽部
リアルスティール 牝2   

リュウノフラワー 横山武史 冠名＋花                                         
54.0 .303

3 6 ラピーダシャリナ 鹿 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Vicar) 美浦 .138    　             
藤春 修二(浦河町) 0.0.0.0
蓑島竜一
ジャスタウェイ 牝2   

スノーファンタジー 大野拓弥 本馬の伯母名の一部＋本馬の牝系より                                         
54.0 .102

4 7 レジデンス 黒鹿 安田翔伍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(CapeBlanco) 栗東 .195    　             
ｹｲｱｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾛｰﾄﾞﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
ディープブリランテ 牝2   

マニータ 戸崎圭太 子供の手（西）                                         
54.0 .304

4 8 フィナリザール 鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Congrats) 美浦 .094    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｻﾝﾃﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ
フェノーメノ 牝2   

グリーミージュエル 江田照男 光る宝石                                         
54.0 .058

5 9 エーシンシャイナー 黒鹿 中野栄治           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(グラスワンダー) 美浦 .084    　             
信田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
ｳｴｽﾄ.ﾌｫﾚｽﾄ.ｽﾃｲﾌﾞﾙ(株)
マクフィ 牝2   

クワスタッキー 伊藤工真 冠名＋人名より                                         
54.0 .145

5 10 アイハヴアジョイ 栗 伊坂重信           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アイルハヴアナザー) 美浦 .068    　             
日本中央競馬会日高育成牧 0.0.0.0
桑波田耕円
キズナ 牝2   

ウェディングブーケ 津村明秀 母名の一部＋花束                                         
54.0 .128

6 11 パールウェディング 黒鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Tapit) 美浦 .129    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
酒井喜生
ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂ 牝2   

バークエム 丹内祐次 人名より。母名より連想                                         
54.0 .193

6 12 ブリオレット 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ロードカナロア) 美浦 .097    　             
追分ﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)YGGﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
トーセンラー 牝2   

キーコンパス ▲原優介 冠名＋羅針盤                                         
51.0 .066

7 13 マイネプルメリア 黒鹿 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .101    　             
赤田牧場(浦河町) 0.0.0.0
北前孔一郎
ハーツクライ 牝2   

メインクーン Mﾃﾞﾑｰﾛ 猫の品種。母名より連想                                         
54.0 .262

7 14 ｲﾏｰｷｭﾚｲﾄｷｬｯﾄ 栗 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StormCat) 美浦 .155    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(株)G1ﾚｰｼﾝｸﾞ
ノヴェリスト 牝2   

シャンハイドール △小林脩斗 中国の都市名＋人形                                         
52.0 .061

8 15 ホウライマツリ 青鹿 久保田貴士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .155    　             
ﾊｸﾚｲﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾚｯﾄﾞﾏｼﾞｯｸ
リオンディーズ 牝2   

ルージュアズライト 三浦皇成 冠名＋青を意味する鉱石の名。本馬の毛
色より連想

                                        
54.0 .220

8 16 レッドセシリア 青鹿 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .203    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)東京ﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ

中山芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2020.09.16～2022.09.15）
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  78  15   9   3  51 0.192 0.308
 2 ロードカナロア  92  11  11   5  65 0.120 0.239
 3 ダイワメジャー  83   8   7  14  54 0.096 0.181
 4 ハーツクライ  59   8   3   2  46 0.136 0.186
 5 エピファネイア  71   7   4   5  55 0.099 0.155
 6 ドゥラメンテ  54   6   6   5  37 0.111 0.222
 7 イスラボニータ  23   5   3   0  15 0.217 0.348
 8 モーリス  56   5   1   6  44 0.089 0.107
 9 リオンディーズ  31   4   7   3  17 0.129 0.355
10 ルーラーシップ  50   4   7   3  36 0.080 0.220

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）

1 2 3 4 5 6 7 8
23 21 14 20 18 21 18 17

2022年9月18日（日）　4回中山4日 5R メイクデビュー中山 サラ系2歳 新馬 牝 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。


