
2020年9月23日 門別 4R サンゴの滝賞２歳新馬

門別 4
  発 走

 16:15
4R サンゴの滝賞２歳新馬
サラブレッド系　2歳 定量

1000m　ダート・右　
基　準 良　 1:01.8
タイム 重不 1:01.2

賞金：50、10、7.5、5、2.5万円

勝利馬展開係数　：534 357  544 54  435 33  444 32
レースラップ傾向：MSS 193  SSS 137  MMM 119  SMM 83
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ローエングリン 牝2   

カールグリン 服部茂　 母名の一部＋父名より                                         
54.0 .283

1 1 カールブライトリー 栗 村上正　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(チアズブライトリー) 北海道.155    　             
信田牧場 0.0.0.0
城地清滿 0.0.0.0
トゥザワールド 牡2   

キングファラオ 阪野学　 王＋古代エジプトの君主の称号                                         
55.0 .203

2 2 シゲルヨリツキ 鹿 柳澤好　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(コマンダーインチーフ) 北海道.082    　             
長浜秀昭 0.0.0.0
成富直行 0.0.0.0
キングヘイロー 牝2   

ハッピーヘイロー 岩橋勇　 幸せ＋父名の一部                                         
54.0 .240

3 3 サクラフェリーチェ 鹿 田中淳　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラプレジデント) 北海道.437    　             
山田牧場 0.0.0.0
谷岡真喜 0.0.0.0
オルフェーヴル 牝2   

ニューレイライン 桑村真　 新しい＋遺跡の直線的配置性。母名より
連想

                                        
54.0 .315

4 4 ニューグランジ 鹿 角川秀　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Giant’s Causeway) 北海道.411    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
吉田和美 0.0.0.0
ナカヤマフェスタ 牡2   

ソルウェルテクス 黒澤愛　 太陽のつむじ風（ラテン語）                                         
55.0 .070

5 5 シルキーレッド 黒鹿 佐久雅　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 北海道.159    　             
浅川牧場 0.0.0.0
松永要一 0.0.0.0
エスポワールシチー 牝2   

アイレスタイム 五十冬　 母母母名の一部＋父母父名の一部                                         
54.0 .267

5 6 ピアニスト 鹿 堂山芳　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ホワイトマズル) 北海道.257    　             
大栄牧場 0.0.0.0
西森鶴 0.0.0.0
ヘニーハウンド 牝2   

リュウノアマゾネス 松井伸　 冠名＋ギリシャ神話に登場する女性の部
族

                                        
54.0 .151

6 7 ラプティウルス 栗 沼澤英　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 北海道.036    　             
ﾄﾄﾞ岩高原銀河農場物語有限会社 0.0.0.0

蓑島竜一 0.0.0.0
ジャスタウェイ 牝2   

スプーマビオンダ 池谷匠　 金色の泡（伊）。母名より連想                                         
51.0 .169

6 8 クィーンスプマンテ 鹿 林和弘　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 北海道.296    　             
社台ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
吉田照哉 0.0.0.0
パイロ セン2   

リコーニック 山本咲　 冠名＋二式複座戦闘機の連合軍のコード
ネーム

                                        
55.0 .140

7 9 フサイチモナコ 青 川島雅　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 北海道.154    　             
ﾘｺｰﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
土橋正雄 0.0.0.0
テラザクラウド 牝2   

ガミラスチェルシー 落合玄　 人名より＋チョークが採れる土地（古英
語）

                                        
54.0 .206

7 10 テラザパピヨン 栗 山口竜　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(トワイニング) 北海道.141    　             
ﾚｰｽﾎｰｽ牧場 0.0.0.0
ﾗｲｱﾝE.ｳﾞｨﾝｾﾝﾄ 0.0.0.0
シビルウォー 牡2   

クラウォー 宮崎光　 冠名＋父名の一部                                         
55.0 .242

8 11 クラローザ 鹿 松本隆　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ホリスキー) 北海道.255    　             
倉見牧場 0.0.0.0
倉見利弘 0.0.0.0
エイシンヒカリ 牡2   

フォーギブネス 石川倭　 寛大さ                                         
55.0 .301

8 12 エイシントパーズ 黒鹿 米川昇　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 北海道.244    　             
栄進牧場 0.0.0.0
松本光弘 0.0.0.0

門別ダート1000m種牡馬成績 （集計期間：2018.09.21～2020.09.20）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 サウスヴィグラス 170  33  33  16  88 0.194 0.388
 2 ストロングリターン  64  16   9   7  32 0.250 0.391
 3 キンシャサノキセキ  57  14   8   7  28 0.246 0.386
 4 プリサイスエンド  66  12  12   9  33 0.182 0.364
 5 シニスターミニスター  35  12   1   2  20 0.343 0.371
 6 フリオーソ  67  11   5  10  41 0.164 0.239
 7 ロードカナロア  57  10  14  11  22 0.175 0.421
 8 タイムパラドックス  73  10  12  14  37 0.137 0.301
 9 エスポワールシチー  55  10   4   9  32 0.182 0.255
10 サクラゼウス  45  10   4   5  26 0.222 0.311
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2020年9月23日 門別 4R サンゴの滝賞２歳新馬 サラブレッド系　2歳 定量 1000m　ダート・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。


