
2023年1月21日（土）　1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3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：620、250、160、93、62万円

勝利馬展開係数　：534 10  155  3  345  2  544  1
レースラップ傾向：MMM  8  MSM  7  MMS  3  MSS  1
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アポロキングダム 牝3   

ゼンリョクダンス ☆永野猛蔵 全力での舞踊                                         
53.0 .143

1 1 ディープビヨンド 黒鹿 鈴木慎太郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .000    　             
若林 順一(日高町) 0.0.0.0
内田玄祥
コパノリッキー 牝3   

クインズオーロラ △小林脩斗 冠名＋女性名                                         
52.0 .000

1 2 クインズアリエス 栗 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヘニーヒューズ) 美浦 .250    　             
日進牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)ｹｲｱｲｽﾀﾘｵﾝ
ラブリーデイ 牝3   

シンコッチョウ 柴田善臣 真骨頂                                         
54.0 .111

2 3 グリーンサンライズ 鹿 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サツカーボーイ) 美浦 .125    　             
増本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
福田光博
ミッキーアイル 牝3   

ラトレイア △横山琉人 神にのみに捧げられる礼拝。母名より連
想

                                        
52.0 .107

2 4 アドヴェントス 栗 高柳瑞樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 美浦 .154    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
(有)ｷｬﾛｯﾄﾌｧｰﾑ
ドリームバレンチノ 牝3   

アンナプルナ 丸田恭介 豊穣の女神（サンスクリット）                                         
54.0 .071

3 5 グランドサッチャー 鹿 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .083    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
田畑利彦
エイシンフラッシュ 牡3   

ホームランダービー 武藤雅 本塁打競争                                         
56.0 .000

3 6 ソヨカゼ２ 鹿 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Monsun) 美浦 .000    　             
ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟｰｸｽﾀﾂﾄﾞ(浦河町) 0.0.0.0
三岡陽
パドトロワ 牡3   

プリンスノット Cﾙﾒｰﾙ 皇子様の絆                                         
56.0 .143

4 7 シンデレラロマンス 鹿 奥村豊           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ElusiveQuality) 栗東 .059    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 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
カルストンライトオ 牝3   

コタバル 柴田大知 マレーシアの都市名                                         
54.0 .083

4 8 タケノビジン 青 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メイショウボーラー) 美浦 .111    　             
日西牧場(日高町) 0.0.0.0
乙訓史樹
ディープブリランテ 牝3   

ラブロスピカ 戸崎圭太 輝かしい（ギリシャ語）＋スピカ                                         
54.0 .279

5 9 エーシンスピカ 鹿 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .143    　             
城地牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
岡田牧雄
ニシケンモノノフ 牡3   

ペイシャモノノフ 内田博幸 冠名＋父名の一部                                         
56.0 .107

5 10 ペイシャオブワキア 栗 畑端省吾           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フリオーソ) 栗東 .125    　             
赤石牧場(平取町) 0.0.0.0
北所直人
ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂ 牝3   

ギフトオブザナイル 石川裕紀人 ナイルの賜物                                         
54.0 .067

6 11 ジュエルオブナイル 栗 和田正一郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(デュランダル) 美浦 .200    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
レッドファルクス 牝3   

ワレラホシノコ
▲西塚洸二 我ら星の子                                         
51.0 .000

6 12 ジェットスパークル 芦 中川公成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .125    　             
前田ﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
石井義人
ベーカバド 牡3   

トーアカラカウア 菊沢一樹 冠名＋人名より                                         
56.0 .115

7 13 トーアティアレ 鹿 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .143    　             
ﾄｰｱ牧場(豊浦町) 0.0.0.0
高山ﾗﾝﾄﾞ(株)
スマートファルコン せん3   

ビッグゲイン 菅原明良 アメリカンフットボールの用語                                         
56.0 .133

7 14 ムーニーポンズ 栗 新開幸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(MizzenMast) 美浦 .250    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
ｼﾞｬｺﾓ(合)
ハービンジャー 牡3   

デルマクビナゲ ☆秋山稔樹 冠名＋相撲の決まり手の一つ                                         
55.0 .083

8 15 ピクシーダスト 鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .000    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
浅沼廣幸
ダイワメジャー 牡3   

ベアコンコルド 松岡正海 冠名＋飛行機名                                         
56.0 .138

8 16 パールサイド 黒鹿 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Alhaarth) 美浦 .063    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
熊木浩

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2021.01.19～2023.01.18）
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 170  25  10  16 119 0.147 0.206
 2 リオンディーズ  60  13   6   4  37 0.217 0.317
 3 キンシャサノキセキ 134  12   5  15 102 0.090 0.127
 4 アジアエクスプレス 108  11  14   8  75 0.102 0.231
 5 ロードカナロア  93  10   7   6  70 0.108 0.183
 6 ディスクリートキャット  79   9   7   5  58 0.114 0.203
 7 カレンブラックヒル  77   8   8   4  57 0.104 0.208
 8 モーリス  47   8   0   2  37 0.170 0.170
 9 ドレフォン  49   6   4   3  36 0.122 0.204
10 ザファクター  59   6   2   9  42 0.102 0.136
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2023年1月21日（土）　1回中山7日 4R メイクデビュー中山 サラ系3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。


