
2020年11月28日（土）　5回阪神8日 6R メイクデビュー阪神

阪神 6
  発 走

 12:55
6R メイクデビュー阪神
サラ系2歳 新馬 牝 ［指定］ 馬齢

1600m　芝・右　外
基　準 良　 1:37.3
タイム 重不 1:37.4

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 10  444  5  345  4  454  3
レースラップ傾向：MMM 13  SSM  9  MMS  5  MSM  4
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モーリス 牝2   

ティフォーザ 岩田康誠 サッカーの熱狂的なファンの女性グルー
プ（伊）

                                        
54.0 .177

1 1 サッカーマム 鹿 安田隆行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Kingmambo) 栗東 .235    　             
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
タートルボウル 牝2   

ラニカイブルー ☆富田暁 天国の海（ハワイ語）＋青。オアフ島の
ラニカイビーチの青い海

                                        
53.0 .062

1 2 キナウ 黒鹿 角田晃一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .141    　             
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
ジャスタウェイ 牝2   

メイショウオニユリ 池添謙一 冠名＋鬼百合                                         
54.0 .220

2 3 ヒガシドリーム 鹿 池添兼雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ドリームジャーニー) 栗東 .124    　             
ﾔﾅｶﾞﾜ牧場(日高町) 0.0.0.0
松本好雄
ダノンシャンティ 牝2   

クチバシニチェリー 藤懸貴志 曲名                                         
54.0 .052

2 4 ゲットミー 黒鹿 千田輝彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 栗東 .116    　             
松浦牧場(新冠町) 0.0.0.0
薪浦州平
キズナ 牝2   

エニシノウタ 幸英明 縁の歌                                         
54.0 .169

3 5 ウアジェト 黒鹿 笹田和秀           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .186    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
岡浩二
ディープインパクト 牝2   

パラッツォレジーナ 福永祐一 王宮の女王（伊）。母名より連想                                         
54.0 .326

3 6 パレスルーマー 鹿 斉藤崇史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(RoyalAnthem) 栗東 .224    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｼﾙｸﾚｰｼﾝｸﾞ
リアルインパクト 牝2   

メイショウエニシア 藤岡康太 冠名＋「縁」と「幸せ」より                                         
54.0 .153

4 7 ブリーズヴェール 青鹿 本田優           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(バゴ) 栗東 .167    　             
小野 秀治(新ひだか町) 0.0.0.0
松本好隆
ドゥラメンテ 牝2   

ブリングミージョイ 菱田裕二 喜びをもたらして                                         
54.0 .152

4 8 エルラディユー 鹿 高橋亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Unbridled'sSong) 栗東 .182    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
飯田良枝
ルーラーシップ 牝2   

エルサーレアル 小崎綾也 彼女（仏）＋超現実的。非日常的な表現
や発想をする女性

                                        
54.0 .089

5 9 ピサノアリュメール 黒鹿 小崎憲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 栗東 .139    　             
前川 勝春(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)京都ﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ
ワールドエース 牝2   

フェラーラ 鮫島克駿 イタリア北部のルネッサンス期の文化、
芸術の中心都市の名

                                        
54.0 .142

5 10 シスターエレキング 鹿 森田直行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 栗東 .140    　             
ﾋﾀﾞｶﾌｱｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
北山敏隆
ドゥラメンテ 牝2   

カタリーナ 藤岡佑介 人名より                                         
54.0 .243

6 11 ブルーダイアモンド 鹿 松下武士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .162    　             
ﾚｲｸｳﾞｨﾗﾌｧｰﾑ(洞爺湖町) 0.0.0.0
近藤英子
ドゥラメンテ 牝2   

ラヴィエント ☆団野大 風（西）。母名から連想                                         
53.0 .146

6 12 ラフィエスタ 鹿 池添学           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 栗東 .185    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
DMMﾄﾞﾘｰﾑｸﾗﾌﾞ(株)
ロードカナロア 牝2   

ワールプール 和田竜二 渦潮                                         
54.0 .179

7 13 シースプレイ 鹿 石坂正           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 栗東 .193    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田照哉
ハーツクライ 牝2   

シャンブル 松山弘平 部屋（仏）。進化の思いを乗せて                                         
54.0 .231

7 14 クラリネット 青鹿 吉村圭司           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Giant'sCauseway) 栗東 .142    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)CHEVALATTACHE
ヴィクトワールピサ 牝2   

レインボーリング 武豊 虹＋母名の一部                                         
54.0 .331

8 15 アクアリング 栗 長谷川浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Anabaa) 栗東 .000    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田ﾋﾄﾐ
ディープインパクト 牝2   

エルソール 川田将雅 太陽（西）。太陽のように力強く                                         
54.0 .469

8 16 パープル 鹿 池江泰寿           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Galileo) 栗東 .254    　             
飛野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)吉澤ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
オルフェーヴル 牝2   

ゴッドオブロンドン 岩田望来 ロンドンの神。母名より連想                                         
54.0 .174

8 17 ゴッドフェニックス 青鹿 安田翔伍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 栗東 .184    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
ｻｲﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(合)

阪神芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2018.11.26～2020.11.25）
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 188  30  19  24 115 0.160 0.261
 2 ダイワメジャー  81   8  10   7  56 0.099 0.222
 3 ロードカナロア  99   7   5   9  78 0.071 0.121
 4 ハーツクライ  69   7   2   4  56 0.101 0.130
 5 エピファネイア  35   6   3   3  23 0.171 0.257
 6 ルーラーシップ  75   5   8   6  56 0.067 0.173
 7 キズナ  42   5   3   4  30 0.119 0.190
 8 キングカメハメハ  45   3   7   3  32 0.067 0.222
 9 ハービンジャー  47   3   4   2  38 0.064 0.149
10 ステイゴールド  28   3   2   1  22 0.107 0.179

枠番別３着内率
　　（枠番）
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2020年11月28日（土）　5回阪神8日 6R メイクデビュー阪神 サラ系2歳 新馬 牝 ［指定］ 馬齢 1600m　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。


