
2022年9月25日（日）　4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2歳 新馬 （混合） 馬齢

1200m　ダート・右
基　準 良　 1:13.1
タイム 重不 1:12.4

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 55  544 23  255 21  355 16
レースラップ傾向：MMM 16  SSM 12  MMS  9  MSM  9
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ベストウォーリア 牝2   

ラテラリス 菅原明良 ラテラリスノコギリクワガタより                                         
54.0 .180

1 1 ホウヨウバルキリー 栗 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スターリングローズ) 美浦 .166    　             
豊洋牧場(日高町) 0.0.0.0
石井輝昭
ダンカーク 牝2   

ディアナゼロス 木幡巧也 女神名＋人名より                                         
54.0 .110

1 2 キュイキュイ 栗 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 美浦 .115    　             
杵臼牧場(浦河町) 0.0.0.0
天堀忠博
ゴールドアクター 牡2   

ラブルパイル ☆秋山稔樹 ラブルパイル天体より                                         
53.0 .087

2 3 スターライラック 黒鹿 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シニスターミニスター) 美浦 .108    　             
庄野牧場(日高町) 0.0.0.0
田頭勇貴
シニスターミニスター 牡2   

ドウダンミッチー 木幡初也 花名＋冠名（人名愛称）                                         
54.0 .068

2 4 トウケイサクラ 栗 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .095    　             
大道牧場(浦河町) 0.0.0.0
茂木国久
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牝2   

ジャパンガール 丸山元気 日本＋女の子                                         
54.0 .099

3 5 ロゴマーク 鹿 土田稔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(チチカステナンゴ) 美浦 .076    　             
今 牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
阿部東亜子
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝2   

スングリダンダン 岩部純二 韓国における魔法の呪文のフレーズより                                         
54.0 .019

3 6 チクタクボンボン 栗 南田美知雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .048    　             
ﾐﾙﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
イスラボニータ 牡2   

イスラデルノルテ 菊沢一樹 北の島（西）                                         
54.0 .075

4 7 スノークラフト 黒鹿 菊沢隆徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 美浦 .157    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
堂守貴志
キズナ 牝2   

スクリプタム ▲原優介 大型でシンビジウムに似た洋ラン名。母
名より連想

                                        
51.0 .071

4 8 グラマトフィラム 青鹿 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .079    　             
広富牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂ 牝2   

ミサイルビスケッツ 伊藤工真 ミサイル＋お菓子名                                         
54.0 .139

5 9 マルルー 栗 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .166    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
松谷翔太
アジアエクスプレス 牝2   

エリアントゥス 丹内祐次 ひまわり（ラテン語）                                         
54.0 .192

5 10 スイートシャイン 芦 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープブリランテ) 美浦 .095    　             
笹川大晃牧場(森町) 0.0.0.0
尾上寿夫
シャンハイボビー 牡2   

トモジャシーマ 横山典弘 冠名＋頂点（西）                                         
54.0 .220

6 11 ステラーホープ 黒鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(グラスワンダー) 美浦 .135    　             
日進牧場(浦河町) 0.0.0.0
吉冨朝美
ジョーカプチーノ 牝2   

シュンセツ
△山田敬士 春雪                                         
52.0 .041

6 12 ハナガスミ 芦 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロコルージュ) 美浦 .079    　             
松浦牧場(新冠町) 0.0.0.0
中村勝彦
ハービンジャー 牡2   

アスクトゥマッチ
△横山琉人 冠名＋実に素晴らしい                                         
52.0 .096

7 13 ベストセラーアスク 栗 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .199    　             
ASK STUD(平取町) 0.0.0.0
廣崎利洋
バトルプラン 牡2   

ビッグファイト ▲水沼元輝 大試合                                         
51.0 .015

7 14 クッカ 鹿 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープブリランテ) 美浦 .076    　             
八島 夕起子(新冠町) 0.0.0.0
西村新一郎
ドレフォン 牝2   

メイデンタワー 横山武史 アゼルバイジャン、バクーにある建造物                                         
54.0 .304

8 15 アゼリ 栗 稲垣幸雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(JadeHunter) 美浦 .134    　             
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
ネロ 牡2   

テーオーマツカゼ 丸田恭介 馬主イニシャルより＋松風                                         
54.0 .062

8 16 ルーチェデルソーレ 栗 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メイショウボーラー) 美浦 .083    　             
大林ﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
大橋利幸

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2020.09.23～2022.09.22）
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 160  26   9  13 112 0.163 0.219
 2 アジアエクスプレス 100  12  16   8  64 0.120 0.280
 3 キンシャサノキセキ 122  11   5  16  90 0.090 0.131
 4 ロードカナロア  87  10   5   9  63 0.115 0.172
 5 カレンブラックヒル  67   8   9   2  48 0.119 0.254
 6 リオンディーズ  42   8   6   3  25 0.190 0.333
 7 モーリス  50   8   2   3  37 0.160 0.200
 8 パイロ  79   7   3   7  62 0.089 0.127
 9 ディスクリートキャット  71   6   8   5  52 0.085 0.197
10 アポロキングダム  44   6   2   4  32 0.136 0.182
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2022年9月25日（日）　4回中山7日 4R メイクデビュー中山 サラ系2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。


