
2020年10月24日（土）　4回京都5日 4R メイクデビュー京都

京都 4
  発 走

 11:35
4R メイクデビュー京都
サラ系2歳 新馬 （混合）［指定］ 馬齢

1800m　ダート・右
基　準 良　 1:55.2
タイム 重不 1:54.0

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 21  435  5  544  4  445  2
レースラップ傾向：MMM 14  MMS 11  SMM  9  MSM  4
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マクフィ 牡2   

マサノダイヤモンド 川島信二 冠名＋ダイヤモンド                                         
55.0 .110

1 1 ウインクルラッキー 鹿 加用正           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 栗東 .099    　             
猪野毛牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
猪野毛雅人
クロフネ 牡2   

ヒルノアローザ 古川吉洋 冠名＋スイスの地名                                         
55.0 .129

1 2 ベルミュール 鹿 北出成人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .143    　             
桑田牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾙﾉ
ブラックタイド 牡2   

テイエムマグナム 酒井学 冠名＋マグナム銃                                         
55.0 .091

2 3 ティアレ 鹿 飯田雄三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .135    　             
中田牧場(平取町) 0.0.0.0
竹園正繼
カジノドライヴ 牡2   

フェブキラナ 国分恭介 冠名＋太陽光の筋（サンスクリット）                                         
55.0 .066

2 4 フェブノヘア 栗 川村禎彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヨハネスブルグ) 栗東 .128    　             
小泉牧場(新冠町) 0.0.0.0
釘田義広
ダノンシャンティ 牡2   

ジョウショーモード 高倉稜 冠名＋形態                                         
55.0 .031

3 5 ジョウショークイン 栗 服部利之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディアブロ) 栗東 .061    　             
五丸農場(新冠町) 0.0.0.0
熊田義孝
Tapizar 牡2   

(外)サトノインパルス 武豊 冠名＋衝動                                         
55.0 .322

3 6 Allencat 鹿 中竹和也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StormCat) 栗東 .156    　             
Kendall E. Hansen M.D. R 0.0.0.0
(株)ｻﾄﾐﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ
キングカメハメハ 牝2   

ラブオブマイライフ 藤岡康太 曲名                                         
54.0 .158

4 7 ミラクルレジェンド 栗 長谷川浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 栗東 .000    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田千津
AmericanPharoah 牝2   

(外)ロシアンサモワール 川田将雅 ロシアのティーサーバー                                         
54.0 .470

4 8 Megalicious 鹿 松永幹夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Songandaprayer) 栗東 .155    　             
Zayat Stables LLC(米) 0.0.0.0
吉田和美
トゥザグローリー 牝2   

バーニングパワー 秋山真一 燃えている力                                         
54.0 .155

5 9 プリティホワイト 栗 鮫島一歩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 栗東 .146    　             
鮫川ﾌｱｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
長谷川光司
アジアエクスプレス 牝2   

アウラヴィータ 幸英明 輝く（ラテン語）＋人生（ラテン語）                                         
54.0 .178

5 10 ヒビキウィン 鹿 西浦勝一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エブロス) 栗東 .108    　             
藤春 修二(浦河町) 0.0.0.0
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(株)
Curlin 牡2   

(外)バーボンハイボール 柴田善臣 ケンタッキー生まれの酒のカクテルの種類                                         
55.0 .141

6 11 Itsabeautifulthing 栗 森秀行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HennyHughes) 栗東 .117    　             
Candy Meadows LLC(米) 0.0.0.0
大野剛嗣
クロフネ 牝2   

ルナブランカ 坂井瑠星 白い月（西）。本馬の馬体より連想                                         
54.0 .136

6 12 スズカエルマンボ 芦 矢作芳人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .195    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(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
スマートファルコン 牝2   

ヤマニンフラクタル 藤懸貴志 冠名＋フラクタル幾何学より                                         
54.0 .052

7 13 ヤマニンファビュル 栗 石橋守           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エアジハード) 栗東 .094    　             
廣田 光夫(浦河町) 0.0.0.0
土井肇
メイショウボーラー 牡2   

メイショウマントル 田中健 冠名＋地殻と核の間の層                                         
55.0 .085

7 14 ピンクトルマリン 鹿 安達昭夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(FusaichiPegasus) 栗東 .180    　             
日西牧場(日高町) 0.0.0.0
松本好雄
ハーツクライ 牡2   

ワセダハーツ 岩田康誠 冠名（早稲田）＋父名の一部                                         
55.0 .173

8 15 パーソナルレジェンド 栗 橋口慎介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(AwesomeAgain) 栗東 .189    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
大冨智弘
ショウナンカンプ 牝2   

ショウナンアゲロス 松若風馬 冠名＋天使（ギリシャ語）より                                         
54.0 .124

8 16 ダイアゴナルクロス 鹿 梅田智之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .137    　             
静内ﾌｼﾞｶﾜ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
国本哲秀

京都ダート1800m種牡馬成績 （集計期間：2018.10.22～2020.10.21）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ルーラーシップ  92  12   3   9  68 0.130 0.163
 2 エンパイアメーカー  81  11  11   7  52 0.136 0.272
 3 ハーツクライ  78  10   9   5  54 0.128 0.244
 4 ゴールドアリュール 124  10   8  11  95 0.081 0.145
 5 キングカメハメハ  87   9   7   4  67 0.103 0.184
 6 ブラックタイド  73   9   5  10  49 0.123 0.192
 7 アイルハヴアナザー  67   7   4   4  52 0.104 0.164
 8 ヘニーヒューズ  61   7   3   7  44 0.115 0.164
 9 ディープインパクト  41   7   3   6  25 0.171 0.244
10 クロフネ 106   6   7   9  84 0.057 0.123
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2020年10月24日（土）　4回京都5日 4R メイクデビュー京都 サラ系2歳 新馬 （混合）［指定］ 馬齢 1800m　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。


