
2022年9月24日（土）　4回中山6日 3R メイクデビュー中山

中山 3
  発 走

 11:05
3R メイクデビュー中山
サラ系2歳 新馬  馬齢

1800m　ダート・右
基　準 良　 1:57.1
タイム 重不 1:55.8

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 106  444 30  544 13  454  9
レースラップ傾向：MMM 20  MMS 12  SMM 10  SMS  6
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ストロングリターン 牡2   

デルマツリダシ 内田博幸 冠名＋吊り出し                                         
54.0 .099

1 1 デルマセンヒメ 鹿 畑端省吾           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ワークフォース) 栗東 .079    　             
ﾌｧﾆｰﾋﾙﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
浅沼廣幸
コパノリッキー 牡2   

トライコーン 杉原誠人 三角獣                                         
54.0 .073

1 2 フュージョン 鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .090    　             
本桐牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
古賀慎一
ダンカーク 牡2   

ラプソディンブルー 丸田恭介 青色の狂想曲                                         
54.0 .062

2 3 タイセイララバイ 芦 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .102    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
田畑利彦
ホッコータルマエ 牝2   

サノノタルマエ 田辺裕信 冠名＋父名の一部                                         
54.0 .254

2 4 プラチナムーン 鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .090    　             
豊洋牧場(日高町) 0.0.0.0
佐野信幸
バンドワゴン 牡2   

フッカツノアカシ ▲原優介 復活の証                                         
51.0 .071

3 5 スカイワード 黒鹿 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ティンバーカントリー) 美浦 .079    　             
ｻﾝﾛｰｾﾞﾝ(新冠町) 0.0.0.0
福田光博
ロードカナロア 牡2   

ベンハー 菅原明良 映画名                                         
54.0 .180

3 6 レイヌドネージュ 青鹿 高木登           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .210    　             
追分ﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
小菅定雄
ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂ 牡2   

タカシ 横山武史 人名愛称                                         
54.0 .304

4 7 ノーブルソニック 鹿 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .207    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
三木正浩
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牡2   

アテンヒーロー 三浦皇成 冠名＋太陽神の英雄                                         
54.0 .219

4 8 オーバルカット 鹿 萱野浩二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エリシオ) 美浦 .078    　             
鵜木 唯義(浦河町) 0.0.0.0
玉置潔
トビーズコーナー 牡2   

プレミアペガサス 戸崎圭太 最高の＋天馬                                         
54.0 .303

5 9 エヴリホープ 栗 田中博康           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Mineshaft) 美浦 .266    　             
小倉 光博(新ひだか町) 0.0.0.0
鈴木剛史
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牝2   

サードオニックス 武士沢友治 紅縞瑪瑙。母名より連想                                         
54.0 .046

5 10 ティファニージェム 鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .104    　             
大狩部牧場(新冠町) 0.0.0.0
加藤厚子
コパノリッキー 牡2   

アールスペック 木幡巧也 Ｒａｃｅのイニシャル＋仕様。レース仕様                                         
54.0 .110

6 11 アヴァール 栗 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .115    　             
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
前原敏行
ヘニーヒューズ 牡2   

トレド
石川裕紀人 スペインの世界遺産の都市名                                         
54.0 .107

6 12 リンガスウーノ 栗 池上昌和           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サウスヴィグラス) 美浦 .152    　             
松浦牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾗ･ﾒｰﾙ
サトノクラウン 牡2   

ビップスコーピオン Mﾃﾞﾑｰﾛ 冠名＋さそり                                         
54.0 .259

7 13 アソルータ 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .095    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
鈴木邦英
ロードカナロア 牡2   

カミノモラド 丹内祐次 紫の道（西）                                         
54.0 .192

7 14 クリスプ 鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ElCorredor) 美浦 .125    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)Gﾘﾋﾞｴｰﾙ･ﾚｰｼﾝｸﾞ
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝2   

カフェハーモニー 北村宏司 冠名＋調和                                         
54.0 .123

8 15 エルドールカフェ 鹿 古賀慎明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ロージズインメイ) 美浦 .154    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
西川光一
キタサンブラック 牡2   

フレスコバンクール 武藤雅 爽やかな（西）＋勝者（仏）                                         
54.0 .111

8 16 アースグリーン 鹿 武藤善則           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StreetCry) 美浦 .182    　             
恵比寿興業株式会社那須野 0.0.0.0
KRｼﾞｬﾊﾟﾝ

中山ダート1800m種牡馬成績 （集計期間：2020.09.22～2022.09.21）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ドゥラメンテ  81  14   8   4  55 0.173 0.272
 2 シニスターミニスター  90  10  11   6  63 0.111 0.233
 3 クロフネ  86  10  10   7  59 0.116 0.233
 4 ホッコータルマエ  88  10   5   5  68 0.114 0.170
 5 キズナ  76  10   4   5  57 0.132 0.184
 6 キングカメハメハ  97   9   8   6  74 0.093 0.175
 7 スクリーンヒーロー  67   9   6  11  41 0.134 0.224
 8 パイロ  61   8   7   3  43 0.131 0.246
 9 ヘニーヒューズ  89   8   5   9  67 0.090 0.146
10 ハーツクライ  84   7   9   5  63 0.083 0.190
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2022年9月24日（土）　4回中山6日 3R メイクデビュー中山 サラ系2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。


