
2021年1月17日（日）　1回小倉2日 5R メイクデビュー小倉

小倉 5
  発 走

 12:10
5R メイクデビュー小倉
サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢

1200m　芝・右
基　準 良　 1:09.9
タイム 重不 1:10.5

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 32  355  3  544  3  435  3
レースラップ傾向：SSM 11  SSS  9  MMM  7  MMS  6
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サムライハート 牝3   

マリノフォーチュン △山田敬 冠名＋占い。母母名より連想                                         
52.0 .000

1 1 クラウンプリズム 栗 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ケイムホーム) 美浦 .222    　             
ｸﾗｳﾝ日高牧場(日高町) 0.0.0.0
和田志保
ジャスタウェイ 牝3   

ハートフルワールド 松山弘平 心温まる世界                                         
54.0 .265

1 2 サンフラワーガール 鹿 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 栗東 .000    　             
丸幸小林牧場(浦河町) 0.0.0.0
西浦和男
ドゥラメンテ 牡3   

ヴィトーリア 浜中俊 勝利（ポルトガル語）                                         
56.0 .167

2 3 ｽﾀｰｽﾞｲﾝﾊｰｱｲｽﾞ 黒鹿 武英智           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Woodman) 栗東 .154    　             
矢野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
寺田寿男
ドゥラメンテ 牝3   

ジョーレイラニ 鮫島克駿 冠名＋美しい花輪（ハワイ語）                                         
54.0 .125

2 4 ジョーアカリン 鹿 松下武士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 栗東 .200    　             
平野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
上田江吏子
ルーラーシップ 牝3   

ブラウンキュバン 藤懸貴志 冠名＋キュバン型金属                                         
54.0 .250

3 5 ブラウンテヌート 青鹿 牧田和弥           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .000    　             
ｶﾅｲｼｽﾀｯﾄﾞ(浦河町) 0.0.0.0
ｷｬﾋﾟﾀﾙｸﾗﾌﾞ
カレンブラックヒル 牝3   

フクネン 黛弘人 福の音より                                         
54.0 .143

3 6 ケージーフジムスメ 栗 中野栄治           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .000    　             
岩見牧場(新冠町) 0.0.0.0
布武起会
ミッキーアイル 牡3   

ダンツタイフーン 藤岡康太 冠名＋北太平洋西部の台風                                         
56.0 .071

4 7 カガヤクアイロ 黒鹿 本田優           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 栗東 .500    　             
丸幸小林牧場(浦河町) 0.0.0.0
山元哲二
マツリダゴッホ 牝3   

オマツリサンバ ▲秋山稔 お祭り＋母名の一部                                         
51.0 .043

4 8 ルスナイサンバ 鹿 高橋康之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングヘイロー) 栗東 .333    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
上山牧
エピファネイア 牝3   

ブラッシングリー 藤岡佑介 はにかんで。母母名や近親の名より連想                                         
54.0 .158

5 9 ティックルゴールド 黒鹿 奥村豊           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 栗東 .000    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
吉田和子
アンライバルド 牡3   

キーパイレーツ 中井裕二 冠名＋海賊                                         
56.0 .200

5 10 ブライアローズ 青鹿 藤沢則雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スウィフトカレント) 栗東 .000    　             
宝寄山 拓樹(日高町) 0.0.0.0
北前孔一郎
トーセンジョーダン 牡3   

シゲルシュニン 川又賢治 冠名＋役職「主任」                                         
56.0 .000

6 11 キリエ 青鹿 藤沢則雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 栗東 .000    　             
平野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
森中蕃
ストロングリターン 牝3   

デルマアミダ ☆菅原明 冠名＋阿弥陀如来より                                         
53.0 .040

6 12 セデュウシング 栗 田中清隆           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .000    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
浅沼廣幸
リアルインパクト 牝3   

ノボインパクト 勝浦正樹 冠名＋父名の一部                                         
54.0 .000

7 13 ノボキャビア 鹿 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ノボジャック) 美浦 .000    　             
ｻﾝﾊﾞﾏｳﾝﾃﾝﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
(株)LS.M
ラブリーデイ 牝3   

クイントン ▲服部寿 女王の領地（古英語）                                         
51.0 .000

7 14 ファミッリア 黒鹿 新谷功一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HolyBull) 栗東 .167    　             
真壁 信一(むかわ町) 0.0.0.0
(株)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
カレンブラックヒル 牡3   

カレンユアンメン 横山和生 冠名＋夢がかなう（中国語）                                         
56.0 .148

7 15 カレンチャン 栗 安田翔伍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 栗東 .125    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
鈴木隆司
フレンチデピュティ 牡3   

フレンチフィナール 丹内祐次 父名の一部＋最終の（仏）。父の最後の
世代の産駒

                                        
56.0 .100

8 16 パルフェダムール 黒鹿 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .167    　             
橋本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
谷口祐人
ロードカナロア 牡3   

バルドルブレイン 城戸義政 北欧神話の光の神＋冠名                                         
56.0 .000

8 17 ラグタイム 鹿 奥村豊           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .000    　             
ｴｸｾﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(えりも町) 0.0.0.0
ｴﾝｼﾞｪﾙﾚｰｼﾝｸﾞ(株)
モーリス 牝3   

ノンリファレンス ☆富田暁 参照するものがない。何も基準にならな
い強さを求めて

                                        
53.0 .158

8 18 ラサンバ 鹿 岡田稲男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Orientate) 栗東 .000    　             
高山牧場(日高町) 0.0.0.0
一村哲也

小倉芝1200m種牡馬成績 （集計期間：2019.01.15～2021.01.14）
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 125  15   6   8  96 0.120 0.168
 2 ダイワメジャー  78   9   5  10  54 0.115 0.179
 3 ディープインパクト  65   9   5   5  46 0.138 0.215
 4 キンシャサノキセキ  93   5   8   8  72 0.054 0.140
 5 スクリーンヒーロー  33   5   4   1  23 0.152 0.273
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2021年1月17日（日）　1回小倉2日 5R メイクデビュー小倉 サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢 1200m　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。


