
2022年9月24日（土）　4回中山6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 （混合） 馬齢

1600m　芝・右　外
基　準 良　 1:37.2
タイム 重不 1:38.2

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：444 32  534 32  255 20  544 20
レースラップ傾向：MMM 13  SMM  8  MMS  8  SSM  6
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サトノアラジン 牝2   

ペニードロップス 丸山元気 合点がいく。母名より連想                                         
54.0 .099

1 1 ペニーウェディング 鹿 鈴木慎太郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(BrokenVow) 美浦 .083    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)G1ﾚｰｼﾝｸﾞ
ホッコータルマエ 牝2   

バトルレジェンダ 木幡巧也 冠名＋伝説（伊）                                         
54.0 .110

1 2 カラダダイヤモンド 青 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 美浦 .115    　             
清水牧場(平取町) 0.0.0.0
宮川秋信
ジャスタウェイ 牝2   

プリマウェイ
◇藤田菜七子 母名より＋父名の一部                                         
52.0 .040

2 3 プリマーベル 鹿 深山雅史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .110    　             
川上牧場(新冠町) 0.0.0.0
新井原博
DandyMan 牡2   

(外)ザングウィル 横山武史 人名より                                         
54.0 .304

2 4 Zaaqya 鹿 大竹正博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Nayef) 美浦 .130    　             
J. Lenihan(愛) 0.0.0.0
ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ
スピルバーグ 牝2   

アルマドゥーラ
野中悠太郎 鎧（西）                                         
54.0 .060

3 5 アルヘンティーノ 鹿 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(オルフェーヴル) 美浦 .024    　             
奥山牧場(日高町) 0.0.0.0
田頭勇貴
ダノンバラード 牝2   

アームテイル 大野拓弥 朝（フィンランド語）＋物語。母名と父
名より連想

                                        
54.0 .101

3 6 メイショウアサツユ 鹿 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .198    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)三嶋牧場
マクフィ 牝2   

アークシップ △横山琉人 ノアの箱舟。母名より連想                                         
52.0 .096

4 7 マザーシップ 鹿 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(コンデュイット) 美浦 .095    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ｲｰｼﾞｽ
リアルスティール 牡2   

アメイジングスター 菅原明良 すばらしい星。星のように輝く馬                                         
54.0 .180

4 8 レッドエレンシア 鹿 茶木太樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 栗東 .168    　             
信岡牧場(浦河町) 0.0.0.0
北側雅勝
マクフィ 牡2   

スピーディブレイク 田辺裕信 素早い＋母名の一部                                         
54.0 .254

5 9 ブレイクマイハート 栗 村田一誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .062    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
嶋田賢
イスラボニータ 牡2   

ホウオウプレシャス 戸崎圭太 冠名＋母名の一部                                         
54.0 .303

5 10 プレシャスドロップ 鹿 栗田徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .170    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
小笹芳央
ダノンバラード 牡2   

ウイントルヴェール ▲原優介 冠名＋吟遊詩人（仏）                                         
51.0 .071

6 11 ｷｬｯｼｭｲﾝｸﾙｰﾃﾞｯﾄﾞ 青 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Include) 美浦 .166    　             
ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｳｲﾝ
ブラックタイド 牝2   

アパラギ Mﾃﾞﾑｰﾛ 綺麗、美しい（宮古島の方言）                                         
54.0 .259

6 12 バリーバーン 鹿 土田稔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンドスウィープ) 美浦 .076    　             
ｻﾝﾃﾞｰﾋﾙｽﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
岡浩二
シルバーステート 牝2   

マテキ 丹内祐次 歌劇名より                                         
54.0 .192

7 13 アンケセナーメン 鹿 萱野浩二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .078    　             
北星村田牧場(新冠町) 0.0.0.0
KAJIMOTOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
リアルスティール 牝2   

コウセイマリア
▲佐々木大輔 冠名＋人名より                                         
51.0 .046

7 14 アズマガール 鹿 和田雄二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .103    　             
増尾牧場(日高町) 0.0.0.0
杉安浩一郎
エピファネイア 牡2   

ニシノベストワン 内田博幸 冠名＋最高、最上のもの                                         
54.0 .099

8 15 ニシノワン 黒鹿 新谷功一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ウォーエンブレム) 栗東 .203    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
西山茂行
カレンブラックヒル 牝2   

アルトドイチェ 吉田豊 昔のドイツ（独）。昔から伝わったもの                                         
54.0 .095

8 16 フローラルジュノー 青鹿 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .096    　             
本桐牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)ｻﾝﾗｲｽﾞ

中山芝1600m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 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  90  11  10   5  64 0.122 0.233
 3 ハーツクライ  60   9   3   2  46 0.150 0.200
 4 ダイワメジャー  79   7   7  13  52 0.089 0.177
 5 ドゥラメンテ  54   6   6   5  37 0.111 0.222
 6 エピファネイア  66   6   4   4  52 0.091 0.152
 7 イスラボニータ  24   5   3   0  16 0.208 0.333
 8 ルーラーシップ  49   4   7   3  35 0.082 0.224
 9 リオンディーズ  31   4   6   4  17 0.129 0.323
10 モーリス  56   4   2   6  44 0.071 0.107
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2022年9月24日（土）　4回中山6日 5R メイクデビュー中山 サラ系2歳 新馬 （混合） 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。


