
2020年10月18日（日）　4回京都4日 4R メイクデビュー京都

京都 4
  発 走

 11:30
4R メイクデビュー京都
サラ系2歳 新馬 （混合）［指定］ 馬齢

1400m　芝・右
基　準 良　 1:22.9
タイム 重不 1:24.4

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534  6  544  3  345  3  435  2
レースラップ傾向：MMM 15  MSM  6  SSM  3  HMM  1
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ハービンジャー 牡2   

メイショウシンウチ 太宰啓介 冠名＋真打ち                                         
55.0 .079

1 1 ダンシングハピネス 黒鹿 荒川義之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 栗東 .153    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
ドゥラメンテ 牝2   

ヨリナメンテ 坂井瑠星 馬主名より＋父名より                                         
54.0 .139

1 2 タッソーニー 鹿 石坂公一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(テンビー) 栗東 .198    　             
川島牧場(新冠町) 0.0.0.0
辻子依旦
エイシンフラッシュ 牡2   

サイモンギザ 大野拓弥 冠名＋世界的な遺跡のあるエジプトの町                                         
55.0 .137

2 3 ダイヤモンドハイ 黒鹿 上村洋行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 栗東 .148    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
澤田昭紀
シルポート 牡2   

ハクサンスプリング 藤井勘一 冠名＋春                                         
55.0 .087

2 4 ハクサンインパクト 黒鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .164    　             
小島牧場(浦河町) 0.0.0.0
河崎五市
NoNayNever 牝2   

(外)バウンシーダンス 和田竜二 弾むような踊り                                         
54.0 .175

3 5 ArtofDance 栗 鈴木孝志           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Medicean) 栗東 .214    　             
Grenane House Stud(愛) 0.0.0.0
岡田牧雄
ロードカナロア 牡2   

ナリタブルホーク 福永祐一 冠名＋牡牛＋鷹                                         
55.0 .318

3 6 オースミハルカ 鹿 松永昌博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フサイチコンコルド) 栗東 .178    　             
鮫川 啓一(浦河町) 0.0.0.0
(株)ｵｰｽﾐ
Teofilo 牝2   

(外)マダムヴァシュモン 川須栄彦 婦人（仏）＋凄く（仏）                                         
54.0 .121

4 7 You'veGotIt 鹿 松下武士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SeaTheStars) 栗東 .170    　             
La Mere Co. Ltd(愛) 0.0.0.0
(株)ﾗ･ﾒｰﾙ
ハービンジャー 牝2   

メイショウハマユウ 池添謙一 冠名＋浜木綿（ヒガンバナ科）                                         
54.0 .224

4 8 メイショウスコール 鹿 飯田祐史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メイショウオウドウ) 栗東 .151    　             
磯野牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
マツリダゴッホ 牝2   

プレイラピーダ 秋山真一 最も速い（エスペラント語）                                         
54.0 .158

5 9 ヴイプラド 栗 藤沢則雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ElPrado) 栗東 .079    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
田上雅春
マクフィ 牝2   

マコトヴァンセンヌ ▲泉谷楓 冠名＋フランスのヴァンセンヌの森より                                         
51.0 .086

5 10 マコトナワラタナ 鹿 鮫島一歩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファルブラヴ) 栗東 .151    　             
ﾔﾅｶﾞﾜ牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)ﾃﾞｨｱﾏﾝﾄ
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牝2   

ラニーグッド 国分優作 流れる＋良い                                         
54.0 .073

6 11 ヴェイルオブクララ 鹿 坂口智康           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 栗東 .092    　             
谷口牧場(浦河町) 0.0.0.0
伊藤良兵
オルフェーヴル 牝2   

タニノミモザ 横山武史 冠名＋カクテル名                                         
54.0 .203

6 12 ケースバイケース 栗 吉岡辰弥           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SeaTheStars) 栗東 .225    　             
稲原牧場(平取町) 0.0.0.0
谷水雄三
キズナ 牝2   

ナツハヨル 酒井学 夏は夜。枕草子の一節                                         
54.0 .092

7 13 ハルワカ 鹿 石橋守           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ワカオライデン) 栗東 .092    　             
三村 卓也(新冠町) 0.0.0.0
(株)GETNEXT
キングズベスト 牡2   

プリンスゼンナン 藤岡康太 鎮南王に任じられたモンゴル帝国の皇族
より。父名、母名より連想

                                        
55.0 .158

7 14 ディープサウス 鹿 松永幹夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .152    　             
坂東牧場(平取町) 0.0.0.0
窪田康志
メイショウボーラー 牝2   

メイショウツワブキ 幸英明 冠名＋キク科の花名、石蕗                                         
54.0 .181

7 15 メイショウイザヨイ 栗 南井克巳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(オレハマッテルゼ) 栗東 .138    　             
赤田牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
キズナ 牡2   

スリートップキズナ 田辺裕信 冠名＋母名の一部＋父名                                         
55.0 .212

8 16 トップオブザヘヴン 黒鹿 伊藤圭三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .218    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
永井商事(株)
ハーツクライ 牝2   

プレリュード Cﾙﾒｰﾙ 前奏曲、前触れ                                         
54.0 .434

8 17 バイコースタル 黒鹿 池江泰寿           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(GoneWest) 栗東 .238    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
ヘニーヒューズ 牡2   

ゴールドバーレン ☆団野大 金の＋延べ棒（独）                                         
54.0 .156

8 18 チャオプラヤ 栗 浜田多実           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 栗東 .000    　             
ｵﾘｴﾝﾄ牧場(新冠町) 0.0.0.0
宮田直也

京都芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2018.10.16～2020.10.15）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ロードカナロア  76  10   5  10  51 0.132 0.197
 2 ダイワメジャー  84   9  11   6  58 0.107 0.238
 3 ディープインパクト  67   7  10   6  44 0.104 0.254
 4 キズナ  25   3   1   5  16 0.120 0.160
 5 ルーラーシップ  34   2   2   4  26 0.059 0.118

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）

1 2 3 4 5 6 7 8
33 17 0 33 0 17 33 17

2020年10月18日（日）　4回京都4日 4R メイクデビュー京都 サラ系2歳 新馬 （混合）［指定］ 馬齢 1400m　芝・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。


