
2022年12月3日（土）　5回中山1日 6R メイクデビュー中山

中山 6
  発 走

 12:35
6R 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 1:12.3

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 11  155  2  544  1  315  1
レースラップ傾向：MMM  6  MSM  6  MMS  3  SSM  2
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ヘニーヒューズ 牝2   

ベアエクセレント 木幡巧也 冠名＋素晴らしい                                         
54.0 .099

1 1 ベストフューチャー 黒鹿 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ロージズインメイ) 美浦 .120    　             
佐藤牧場(新冠町) 0.0.0.0
熊木浩
ファインニードル 牡2   

デルマツキオトシ 的場勇人 冠名＋相撲の決まり手の一つ                                         
55.0 .014

1 2 アバンダント 鹿 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 美浦 .023    　             
ｲﾄｳ牧場(日高町) 0.0.0.0
浅沼廣幸
ファインニードル 牝2   

キタノニードル 野中悠太郎 冠名＋父名の一部                                         
54.0 .053

2 3 クインズジュエリー 鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 美浦 .075    　             
曾我 博(新ひだか町) 0.0.0.0
北所直人
シャンハイボビー 牝2   

ティアップソード △山田敬士 冠名＋剣。剣の切れ味                                         
52.0 .041

2 4 ティアップブロンド 青鹿 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .088    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
田中昇
AmericanPharoah 牝2   

(外)ラピスパイライト 菊沢一樹 パイライトを多く含んだラピスラズリ                                         
54.0 .081

3 5 Asscher 鹿 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Harlan'sHoliday) 美浦 .095    　             
Clearsky Farms(米) 0.0.0.0
田頭勇貴
ロードカナロア 牝2   

エミーラ 石橋脩 「指導者」を意味する人名より                                         
54.0 .156

3 6 ミスラゴ 鹿 矢作芳人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(EncostaDeLago) 栗東 .193    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
寺田寿男
リオンディーズ 牡2   

マジックタッチ 田辺裕信 魔法の感触                                         
55.0 .253

4 7 デンファレ 鹿 加藤士津八           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .173    　             
宮内牧場(浦河町) 0.0.0.0
藤本栄史
ミッキーアイル 牝2   

マルプリ 丸田恭介 屋号より＋プリティより                                         
54.0 .073

4 8 マジックポーション２ 鹿 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(DanehillDancer) 美浦 .105    　             
秋田牧場(新冠町) 0.0.0.0
中丸裕嗣
アジアエクスプレス 牝2   

バンクェット 武藤雅 宴会                                         
54.0 .097

5 9 マイスフォルテ 鹿 伊藤大士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .082    　             
神垣 道弘(新ひだか町) 0.0.0.0
畑佐博
ドレフォン 牡2   

オークリッチ ▲西塚洸二 母名の一部＋豊富                                         
52.0 .066

5 10 オークヒルパーク 栗 小笠倫弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .124    　             
白井牧場(日高町) 0.0.0.0
宇田豊
スズカコーズウェイ せん2   

スーパーリベロ ☆永野猛蔵 極上の＋リベロ（サッカーのポジション
名）

                                        
54.0 .109

6 11 ビジータイム 栗 伊藤圭三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .201    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
星野隆男
Kantharos 牝2   

(外)ラックスアットゼア
石川裕紀人 その幸運をつかむ                                         
54.0 .109

6 12 ComeSunday 黒鹿 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Repent) 美浦 .235    　             
The Estate of Tommy G. L 0.0.0.0
田記正規
モンテロッソ 牡2   

グリューンヴァルト 横山和生 緑の森（独）                                         
55.0 .232

7 13 ハクシンライラック 青鹿 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マーベラスサンデー) 美浦 .076    　             
川上牧場(新冠町) 0.0.0.0
柴原榮
ダノンレジェンド 牝2   

エクラディーバ Hﾄﾞｲﾙ きらめき、輝き（仏）＋歌姫（ラテン語
）

                                        
54.0 .127

7 14 ディアザリアー 青 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ワイルドラッシュ) 美浦 .152    　             
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(浦河町) 0.0.0.0
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(株)
コパノリッキー 牝2   

リラスカイ 戸崎圭太 紫（独）＋空                                         
54.0 .303

8 15 キャンディームーン 栗 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(CandyRide) 美浦 .152    　             
藤巻 則弘(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)Gﾘﾋﾞｴｰﾙ･ﾚｰｼﾝｸﾞ
ダンカーク 牡2   

アタックタイガー 丹内祐次 挑戦＋寅年より。寅年開業厩舎へ                                         
55.0 .185

8 16 ﾗｼｱﾝﾚｳﾞｫﾘｭｰｼｮﾝ 芦 西田雄一郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(DubaiMillennium) 美浦 .079    　             
絵笛牧場(浦河町) 0.0.0.0
西村新一郎

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2020.12.01～2022.11.30）
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 165  28  10  14 113 0.170 0.230
 2 アジアエクスプレス 103  12  16   7  68 0.117 0.272
 3 キンシャサノキセキ 122  12   4  15  91 0.098 0.131
 4 リオンディーズ  48  11   6   3  28 0.229 0.354
 5 ロードカナロア  91  10   5   8  68 0.110 0.165
 6 モーリス  53   9   2   3  39 0.170 0.208
 7 カレンブラックヒル  69   8   9   2  50 0.116 0.246
 8 パイロ  77   7   2   7  61 0.091 0.117
 9 ディスクリートキャット  73   6   8   5  54 0.082 0.192
10 アポロキングダム  43   6   1   4  32 0.140 0.163
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2022年12月3日（土）　5回中山1日 6R 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。


