
2020年9月27日（日）　2回中京7日 4R メイクデビュー中京

中京 4
  発 走

 11:25
4R メイクデビュー中京
サラ系2歳 新馬 牝 ［指定］ 馬齢

1400m　芝・左
基　準 良　 1:23.5
タイム 重不 1:24.5

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534  9  435  3  544  2  434  2
レースラップ傾向：MMM  8  SMM  4  MSM  3  SSM  3
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ルーラーシップ 牝2   

グランキティ 浜中俊 冠名＋小猫ちゃん                                         
54.0 .186

1 1 ティンクルハート 鹿 新谷功一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 栗東 .055    　             
今 牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
間宮秀直
ロードカナロア 牝2   

エンエルヴィエント 川田将雅 風に乗って（西）                                         
54.0 .476

1 2 チェリーペトルズ 黒鹿 藤岡健一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 栗東 .196    　             
追分ﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
街風隆雄
エイシンヒカリ 牝2   

クープドクール 難波剛健 一目惚れ（仏）。本馬の好馬体より連想                                         
54.0 .095

2 3 ブリーボーンズ 栗 高橋義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Hesabull) 栗東 .138    　             
畠山牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
ロードカナロア 牝2   

アルバリーニョ 菱田裕二 白ブドウ品種                                         
54.0 .159

2 4 グラナダ 鹿 森田直行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Galileo) 栗東 .136    　             
ｹｲｱｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
中村祐子
エピファネイア 牝2   

シホノコプント 藤岡佑介 冠名＋母プントバンコの子より                                         
54.0 .247

3 5 プントバンコ 青鹿 寺島良           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 栗東 .177    　             
ﾚｲｸｳﾞｨﾗﾌｧｰﾑ(洞爺湖町) 0.0.0.0
村瀬寛紀
ハービンジャー 牝2   

ルージュグラース 北村友一 冠名＋優美な（仏）。美しくターフを舞
う姿を想像して

                                        
54.0 .193

3 6 レッドジゼル 鹿 安田隆行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 栗東 .223    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)東京ﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ
ダイワメジャー 牝2   

ネロリビガラード 国分優作 ビターオレンジから取れる香水                                         
54.0 .071

4 7 チアズスワロー 栗 吉田直弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 栗東 .141    　             
今 牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
西森功
トゥザグローリー 牝2   

ヒルノエルニド △亀田温 冠名＋フィリピンの地名                                         
52.0 .111

4 8 マインツ 黒鹿 北出成人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャイアントレッカー) 栗東 .139    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾙﾉ
キンシャサノキセキ 牝2   

メルティング ☆富田暁 溶融、和ませる                                         
53.0 .032

5 9 カルナヴァレ 鹿 池添兼雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ローエングリン) 栗東 .124    　             
岡田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
安原浩司
モーリス 牝2   

スマートパサート 武豊 冠名＋貿易風（独）                                         
54.0 .315

5 10 レティセントガール 鹿 須貝尚介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フォーティナイナー) 栗東 .197    　             
桑田牧場(浦河町) 0.0.0.0
大川徹
モーリス 牝2   

サンテティエンヌ ☆団野大 フランスの都市                                         
53.0 .159

6 11 サングレアル 鹿 武井亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .123    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
吉田勝己
キンシャサノキセキ 牝2   

シュンガイト 幸英明 漆黒のパワーストーン。本馬の毛色より
連想

                                        
54.0 .185

6 12 リヴァプール 黒鹿 角田晃一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 栗東 .137    　             
折手牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
ロードカナロア 牝2   

テーオーエルサ 福永祐一 冠名＋人名より                                         
54.0 .322

7 13 ラハイナ２ 鹿 梅田智之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Milt'sOverture) 栗東 .138    　             
ﾀｲﾍｲ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
小笹公也
ハービンジャー 牝2   

シゲルアシスタント 酒井学 冠名＋役職「アシスタント」                                         
54.0 .096

7 14 リーズ 栗 川村禎彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヴィクトワールピサ) 栗東 .114    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
森中蕃
Frankel 牝2   

アースフレア 松山弘平 地球＋才能                                         
54.0 .228

7 15 エレアノラデュース 鹿 本田優           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Azamour) 栗東 .167    　             
ﾌｼﾞﾜﾗﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)ﾌｼﾞﾜﾗ･ﾌｧｰﾑ
マクフィ 牝2   

ソルフィネット 吉田隼人 太陽（西）＋父名より＋母名より                                         
54.0 .193

8 16 サンコロネット 鹿 石坂正           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 栗東 .169    　             
笠松牧場(浦河町) 0.0.0.0
水上ﾌｼﾞ子
キングカメハメハ 牝2   

ミスカイウラニ 和田竜二 女性敬称＋人名より                                         
54.0 .174

8 17 リコリス 鹿 平田修           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .152    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
諸江幸祐
マツリダゴッホ 牝2   

アンカシャムローグ 鮫島克駿 母名の一部＋三つ葉（アイルランド語）
。アイルランドの国花

                                        
54.0 .130

8 18 アンカジャポニカ 鹿 松下武士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Authorized) 栗東 .161    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 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

中京芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2018.09.25～2020.09.24）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 オルフェーヴル  13   6   1   1   5 0.462 0.538
 2 ロードカナロア  46   5   6   1  34 0.109 0.239
 3 ダイワメジャー  49   3   5   5  36 0.061 0.163
 4 ディープインパクト  43   2   3   9  29 0.047 0.116
 5 ハーツクライ  29   2   1   4  22 0.069 0.103
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2020年9月27日（日）　2回中京7日 4R メイクデビュー中京 サラ系2歳 新馬 牝 ［指定］ 馬齢 1400m　芝・左
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。


