
2020年10月25日（日）　4回京都6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 牝 ［指定］ 馬齢

1600m　芝・右
基　準 良　 1:36.3
タイム 重不 1:37.5

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 12  355  4  435  4  445  4
レースラップ傾向：SSM 15  MMS  7  MSM  5  SMM  5
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キズナ 牝2   

リアンペスカ 幸英明 絆（仏）＋冠名                                         
54.0 .178

1 1 プリンセスペスカ 黒鹿 松永昌博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(チーフベアハート) 栗東 .176    　             
藤原牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
山田信太郎
ディープインパクト 牝2   

ミスフィガロ 福永祐一 女性＋フィガロ。母名より連想                                         
54.0 .323

1 2 ミスアンコール 鹿 友道康夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .287    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
金子真人ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ドゥラメンテ 牝2   

ソノラメンテ 川須栄彦 響き渡る、高音の（音楽用語）                                         
54.0 .120

2 3 レディルージュ 栗 松下武士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 栗東 .178    　             
ｹｲｱｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾛｰﾄﾞﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
ハービンジャー 牝2   

セカンドワルツ 田中健 曲名                                         
54.0 .085

2 4 サンエルピス 栗 浅見秀一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .193    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
三田昌宏
モーリス 牝2   

メイプルリズム 松山弘平 カエデ＋リズム                                         
54.0 .223

3 5 トレンドハンター 鹿 橋口慎介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 栗東 .189    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
飯田良枝
キングカメハメハ 牝2   

ヴィッカース 池添謙一 ダイヤモンドの硬度を表す単位                                         
54.0 .224

3 6 キラリダイヤモンド 黒鹿 飯田祐史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 栗東 .153    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田照哉
リオンディーズ 牝2   

タガノディアーナ 太宰啓介 冠名＋ローマ神話に登場する月の女神                                         
54.0 .077

4 7 アルーア 青鹿 長谷川浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .000    　             
新冠ﾀｶﾞﾉﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
八木良司
モーリス 牝2   

ブールアネージュ 中井裕二 雪のドーム（仏）                                         
54.0 .074

4 8 フェイブルネージュ 鹿 加用正           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .099    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
ハービンジャー 牝2   

メイショウサイウン 国分優作 冠名＋彩雲                                         
54.0 .071

5 9 カネトシガーネット 鹿 大橋勇樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .092    　             
ﾏﾙﾄﾐ冨岡牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
ジャスタウェイ 牝2   

コスモエンデ 津村明秀 冠名＋人名より。母名より連想                                         
54.0 .174

5 10 コスモエンドレス 栗 宮徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スターオブコジーン) 栗東 .135    　             
ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ヘニーハウンド 牝2   

デイジームーン 秋山真一 フランス菊（花言葉は「私は夢を見るこ
とができる」）＋月

                                        
54.0 .155

6 11 ファストムーン 栗 谷潔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 栗東 .153    　             
千葉飯田牧場(日高町) 0.0.0.0
(有)大樹ﾌｧｰﾑ
ディープインパクト 牝2   

サナティオ Cﾙﾒｰﾙ 癒し（ラテン語）                                         
54.0 .434

6 12 ケープジャスミン 鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 栗東 .160    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
前田晋二
ラブリーデイ 牝2   

ラガーナギクイーン ☆森裕太 冠名＋人名より＋女王                                         
53.0 .099

7 13 ラガーエレガンス 鹿 池添兼雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジェイドロバリー) 栗東 .117    　             
今 牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
奥村啓二
ロードカナロア 牝2   

ナンヨーアイボリー Mﾃﾞﾑｰﾛ 冠名＋象牙色                                         
54.0 .221

7 14 ナンヨーカノン 鹿 松永幹夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 栗東 .155    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
中村徳也
オルフェーヴル 牝2   

レスプロンディール 丸山元気 光り輝く（仏）                                         
54.0 .148

7 15 トワエモア 栗 西園正都           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 栗東 .136    　             
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ牧場(浦河町) 0.0.0.0
中辻明
リーチザクラウン 牝2   

ボタンザクラ 和田竜二 牡丹桜                                         
54.0 .174

8 16 チュウオーサーヤ 青鹿 渡辺薫彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディアブロ) 栗東 .162    　             
中央牧場(新冠町) 0.0.0.0
森中啓子
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝2   

パステルリズム 酒井学 パステル＋調子。パステルに絵を描くよ
うなリズムに乗って

                                        
54.0 .091

8 17 キャニオンバレー 黒鹿 河内洋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .173    　             
浦河小林牧場(浦河町) 0.0.0.0
松岡隆雄
ハーツクライ 牝2   

トーホウロゼリア 松若風馬 冠名＋人名より                                         
54.0 .124

8 18 トーホウガイア 鹿 谷潔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Unbridled'sSong) 栗東 .153    　             
竹島 幸治(日高町) 0.0.0.0
東豊物産(株)

京都芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2018.10.23～2020.10.22）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ディープインパクト 138  24  15  15  84 0.174 0.283
 2 ロードカナロア 100  11  13   8  68 0.110 0.240
 3 ダイワメジャー  63  10   5   7  41 0.159 0.238
 4 キングカメハメハ  50   7   5   3  35 0.140 0.240
 5 ヴィクトワールピサ  49   6   3   7  33 0.122 0.184
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2020年10月25日（日）　4回京都6日 4R メイクデビュー京都 サラ系2歳 新馬 牝 ［指定］ 馬齢 1600m　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。


