
2022年10月1日（土）　4回中山8日 6R メイクデビュー中山

中山 6
  発 走

 13:00
6R メイクデビュー中山
サラ系2歳 新馬  馬齢

1200m　ダート・右
基　準 良　 1:13.1
タイム 重不 1:12.3

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 55  544 28  255 21  355 16
レースラップ傾向：MMM 17  SSM 12  MMS  9  MSM  9
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アジアエクスプレス 牝2   

ファビュラスエリカ ☆秋山稔樹 素晴らしい＋母名の一部                                         
53.0 .086

1 1 エリカスマイル 鹿 伊坂重信           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .065    　             
豊洋牧場(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
ダノンレジェンド 牡2   

ケンキョ 丸田恭介 謙虚                                         
55.0 .063

1 2 ブライアンズイブ 黒鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .101    　             
村上 欽哉(新冠町) 0.0.0.0
佐久間拓士
ロゴタイプ 牡2   

カンタベリーハヤテ ▲原優介 冠名＋疾風                                         
52.0 .069

2 3 ペッパーベリー 鹿 伊藤伸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .032    　             
ﾔﾏｲﾁ牧場(むかわ町) 0.0.0.0
峰哲馬
レーヴミストラル 牝2   

ビップナージャ △小林凌大 冠名＋人名より                                         
52.0 .075

2 4 ヒシカルメン 鹿 高柳瑞樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ﾛｯｸｵﾌﾞｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀﾙ) 美浦 .150    　             
中村 雅明(浦河町) 0.0.0.0
鈴木邦英
ドレフォン 牝2   

シュヴァルツリーベ
▲佐々木大輔 黒（独）＋愛（独）。母名より連想                                         
51.0 .051

3 5 クロエチャン 黒鹿 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スパイキュール) 美浦 .166    　             
ﾘﾄﾙﾌﾞﾙｰﾌｧｰﾑ(清水町) 0.0.0.0
(株)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
レッドファルクス 牝2   

キョウエイジョイ 杉原誠人 冠名＋はじらい（独）より                                         
54.0 .071

3 6 セイユウスマイル 芦 中川公成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ルールオブロー) 美浦 .133    　             
畠山牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
田中晴夫
トビーズコーナー 牡2   

イデアミラーグロ 丹内祐次 冠名＋奇跡（西）                                         
55.0 .192

4 7 メルシーミヨ 鹿 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤボス) 美浦 .041    　             
中脇 満(浦河町) 0.0.0.0
益田修一
ダノンレジェンド 牡2   

レジェンダシチー 野中悠太郎 伝説（伊）＋冠名。父名より連想                                         
55.0 .058

4 8 ラフェデビジュー 黒鹿 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .061    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)友駿ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
アジアエクスプレス 牝2   

ミオファースト 的場勇人 私の（伊）＋一番速い                                         
54.0 .018

5 9 スープリムシチー 栗 粕谷昌央           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .054    　             
荻伏服部牧場(浦河町) 0.0.0.0
服部英利
スズカコーズウェイ 牝2   

ニケファルコン △永野猛蔵 ギリシャ神話に登場する女神の名＋ハヤ
ブサ。母名より連想

                                        
52.0 .112

5 10 ハヤブサレディゴー 栗 伊藤圭三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サウスヴィグラス) 美浦 .204    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
岡本真二
コパノリッキー 牝2   

マテリアルガール 内田博幸 よく食べる姿を見て、物欲の多い子を連想
して

                                        
54.0 .099

6 11 ストレイシープ 栗 西田雄一郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サウスヴィグラス) 美浦 .059    　             
鮫川 啓一(浦河町) 0.0.0.0
HimRockRacingﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ヘニーヒューズ 牝2   

オメガシンフォニー 横山武史 冠名＋交響曲                                         
54.0 .309

6 12 クレーデリンテ 栗 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .066    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
原禮子
ホッコータルマエ 牝2   

レオアトロポス 木幡巧也 冠名＋ギリシャ神話の運命の３女神の１
人

                                        
54.0 .106

7 13 ネオヴァイン 鹿 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダノンシャンティ) 美浦 .112    　             
山田 昇史(浦河町) 0.0.0.0
(株)ﾚｵ
シャンハイボビー 牝2   

ベリーベリーベリー △横山琉人 母名より                                         
52.0 .096

7 14 ストロベリーパフェ 青鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .139    　             
静内ﾌｼﾞｶﾜ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
藤川靖仁
アイファーソング 牡2   

ブルーテネーシャス
◇藤田菜七子 冠名（馬主名より）＋粘り強く                                         
53.0 .040

8 15 キシュウリベンジ 黒鹿 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(グリーンアプローズ) 美浦 .023    　             
野表 篤夫(新ひだか町) 0.0.0.0
青山郁代
ネロ 牝2   

アオイカゲ △山田敬士 青い鹿毛。本馬の毛色から                                         
52.0 .040

8 16 プロスペラスマム 青鹿 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マイネルセレクト) 美浦 .080    　             
瀬戸牧場(日高町) 0.0.0.0
福田光博

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2020.09.29～2022.09.28）
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 163  27  10  13 113 0.166 0.227
 2 アジアエクスプレス  99  12  16   8  63 0.121 0.283
 3 ロードカナロア  88  10   5   9  64 0.114 0.170
 4 キンシャサノキセキ 120  10   4  15  91 0.083 0.117
 5 リオンディーズ  45   9   6   3  27 0.200 0.333
 6 モーリス  52   9   2   3  38 0.173 0.212
 7 カレンブラックヒル  67   8   9   2  48 0.119 0.254
 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  72   6   8   5  53 0.083 0.194
10 スズカコーズウェイ  36   6   7   4  19 0.167 0.361
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2022年10月1日（土）　4回中山8日 6R メイクデビュー中山 サラ系2歳 新馬  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。


