
2020年10月25日（日）　4回京都6日 5R メイクデビュー京都

京都 5
  発 走

 12:25
5R メイクデビュー京都
サラ系2歳 新馬 （混合）［指定］ 馬齢

1800m　芝・右　外
基　準 良　 1:50.6
タイム 重不 1:51.7

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 10  444  4  544  4  345  3
レースラップ傾向：MMM 13  MMS  6  SMM  6  MSM  5
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オルフェーヴル 牝2   

アンセーニュ Cﾙﾒｰﾙ 宝石や金細工を組み合わせたブローチで
帽子につける物。ハットバッジ

                                        
54.0 .434

1 1 ユーロシャーリーン 鹿 奥村豊           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Myboycharlie) 栗東 .141    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
吉田勝己
キングヘイロー 牡2   

キングタロウ 酒井学 王＋人名より                                         
55.0 .091

1 2 ボロンベルラルーン 栗 石坂公一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 栗東 .193    　             
三石川上牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
天野克彦
ルーラーシップ 牡2   

ニホンピロコール 小牧太 冠名＋決定                                         
55.0 .090

2 3 ニホンピロシェリー 黒鹿 服部利之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤベガ) 栗東 .061    　             
佐竹 学(新ひだか町) 0.0.0.0
小林英一
ニホンピロアワーズ 牡2   

ニホンピロハーバー 柴田未崎 冠名＋湾                                         
55.0 .029

2 4 ニホンピロタルト 黒鹿 安達昭夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(オペラハウス) 栗東 .180    　             
佐竹 学(新ひだか町) 0.0.0.0
小林百太郎
ダノンシャンティ 牝2   

ウインヴァカンス 川又賢治 冠名＋長期休暇（仏）                                         
54.0 .124

3 5 フリーヴァケイション 栗 寺島良           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(FlySoFree) 栗東 .177    　             
ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｳｲﾝ
マクフィ 牡2   

メイショウヤマツミ 岩田康誠 冠名＋山の神、大山津見神より                                         
55.0 .173

3 6 ゲッコウ 鹿 庄野靖志           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .136    　             
水上 習孝(新ひだか町) 0.0.0.0
松本好雄
エピファネイア 牝2   

イッツユアタイム 戸崎圭太 あなたの番です                                         
54.0 .288

4 7 エイコーンウィル 鹿 安田隆行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .229    　             
新冠橋本牧場(新冠町) 0.0.0.0
ﾕｱｽﾄｰﾘｰ
エピファネイア 牡2   

サンライズゴラッソ 川須栄彦 冠名＋素晴らしいゴール（西）                                         
55.0 .120

4 8 ケトルワンアップ 鹿 河内洋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(VictoryGallop) 栗東 .173    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
松岡隆雄
CaliforniaChrome 牝2   

(外)モズトレジャー 松山弘平 冠名＋宝物                                         
54.0 .223

5 9 Somethinaboutbetty 栗 森田直行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Forestry) 栗東 .140    　             
Siena Farms LLC(米) 0.0.0.0
(株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ
カレンブラックヒル 牡2   

マイネルクハージュ 国分優作 冠名＋勇気（仏）                                         
55.0 .071

5 10 タイセイボニータ 黒鹿 五十嵐忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 栗東 .000    　             
柏木 一則(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ･ﾗﾌｨｱﾝ
リオンディーズ 牡2   

テイエムリオン 内田博幸 冠名＋父名より                                         
55.0 .104

6 11 セレスティアル 黒鹿 浜田多実           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 栗東 .000    　             
山田 政宏(日高町) 0.0.0.0
竹園正繼
モーリス 牡2   

アレレブルー 松若風馬 頑張れ青（仏）                                         
55.0 .124

6 12 サクセスセレーネ 黒鹿 杉山晴紀           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .183    　             
吉田ﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
程田真司
ディープインパクト 牡2   

シャフリヤール 福永祐一 偉大な王（ペルシャ語）                                         
55.0 .323

7 13 ドバイマジェスティ 黒鹿 藤原英昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(EssenceofDubai) 栗東 .203    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｻﾝﾃﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ
ハーツクライ 牡2   

ヴィヴァン 武豊 生き生きとした（仏）                                         
55.0 .322

7 14 キトゥンズクイーン 栗 池江泰寿           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Kitten'sJoy) 栗東 .240    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
アスカクリチャン 牡2   

クリノドラゴン 国分恭介 冠名＋龍                                         
55.0 .066

7 15 クリノクレオパトラ 栗 湯窪幸雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ロージズインメイ) 栗東 .099    　             
宝寄山 拓樹(日高町) 0.0.0.0
栗本博晴
Speightstown 牡2   

(外)ジャスパードリーム 丸山元気 冠名＋夢                                         
55.0 .148

8 16 Liberated 栗 森秀行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Curlin) 栗東 .117    　             
G. Watts Humphrey Jr.(米) 0.0.0.0
加藤和夫
オルフェーヴル 牡2   

ヒルノベルモンタ 古川吉洋 冠名＋美しい山（仏）より。美しい山と海
より連想

                                        
55.0 .129

8 17 クイーンカアフマヌ 鹿 昆貢           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(King'sBest) 栗東 .235    　             
村上 欽哉(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾙﾉ
ダイワメジャー 牝2   

メガキャット 和田竜二 非常に大きい＋母名の一部                                         
54.0 .174

8 18 ジャズキャット 栗 吉岡辰弥           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StormCat) 栗東 .215    　             
ｹｲｱｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
中村智幸

京都芝1800m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 121  21  16  15  69 0.174 0.306
 2 キングカメハメハ  38   7   4   7  20 0.184 0.289
 3 ハーツクライ  56   5   5   5  41 0.089 0.179
 4 ジャスタウェイ  33   5   2   3  23 0.152 0.212
 5 オルフェーヴル  47   4   6   8  29 0.085 0.213
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2020年10月25日（日）　4回京都6日 5R メイクデビュー京都 サラ系2歳 新馬 （混合）［指定］ 馬齢 1800m　芝・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。


