
2021年2月21日（日）　1回阪神4日 4R メイクデビュー阪神

阪神 4
  発 走

 11:25
4R メイクデビュー阪神
サラ系3歳 新馬  馬齢

1800m　ダート・右
基　準 良　 1:55.7
タイム 重不 1:53.5

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 18  544  6  435  3  445  2
レースラップ傾向：MMM 11  SMM  8  MMS  7  MSM  6
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ヴィクトワールピサ 牝3   

ミスハイローラー 古川吉洋 大金持ちで使いっぷりも良い女性                                         
54.0 .060

1 1 ベガスナイト 鹿 宮徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Coronado'sQuest) 栗東 .098    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
キズナ 牡3   

マインジャラン 三浦皇成 インドネシアのスンバワ島で行われる伝
統的なレース

                                        
56.0 .198

1 2 ホームスイートホーム 黒鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SeekingtheGold) 栗東 .279    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
前田葉子
ゼンノロブロイ 牡3   

ゲストプリンシパル 北村友一 特別出演の主役ダンサー。母母名より連
想

                                        
56.0 .106

2 3 ティエッチグレース 鹿 松田国英           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Capote) 栗東 .280    　             
ｳﾞｪﾙｻｲﾕﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
松村真司
オルフェーヴル 牡3   

ジルベールバローズ ☆斎藤新 フランス語圏の男性名＋冠名                                         
55.0 .111

2 4 フレンチカクタス 黒鹿 渡辺薫彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 栗東 .167    　             
服部 牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
猪熊広次
マツリダゴッホ 牡3   

キタサンカゲツ 国分優作 冠名＋佳月（めでたい月）                                         
56.0 .058

3 5 キタサンプリンセス 鹿 本田優           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 栗東 .279    　             
ﾔﾅｶﾞﾜ牧場(日高町) 0.0.0.0
(有)大野商事
パイロ 牡3   

タガノスカウター 荻野琢真 冠名＋偵察者                                         
56.0 .235

3 6 ミトス 鹿 角田晃一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 栗東 .097    　             
新冠ﾀｶﾞﾉﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
八木良司
ホッコータルマエ 牡3   

シンゼンミラクル 太宰啓介 冠名＋奇跡                                         
56.0 .019

4 7 ジーエスレインボー 鹿 飯田祐史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(トーヨーレインボー) 栗東 .103    　             
大作ｽﾃｰﾌﾞﾙ(新冠町) 0.0.0.0
原司郎
ルーラーシップ 牡3   

サンライズシリウス 川須栄彦 冠名＋地球上から見える一番明るい星                                         
56.0 .070

4 8 カリブストーリー 鹿 河内洋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 栗東 .037    　             
藤原牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
松岡隆雄
クリエイター２ 牝3   

クインズバジル 岩田望来 冠名＋ハーブの名前                                         
54.0 .153

5 9 ケイアイリブラ 鹿 梅田智之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 栗東 .182    　             
ﾊｼﾓﾄﾌｱｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｹｲｱｲｽﾀﾘｵﾝ
ホッコータルマエ 牡3   

メイショウイチズ ☆富田暁 冠名＋一途                                         
55.0 .127

5 10 メイショウナゴン 鹿 松永昌博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メイショウホムラ) 栗東 .065    　             
太陽牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
ルーラーシップ 牝3   

ソナトリーチェ 幸英明 夢追い人（伊）                                         
54.0 .146

6 11 ソムニア 鹿 奥村豊           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 栗東 .051    　             
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)
トーセンジョーダン 牡3   

エイシンティップス 藤井勘一 冠名＋ＰＣを上手く使いこなすためのコツ                                         
56.0 .138

6 12 エーシンエムディー 黒鹿 大久保龍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .000    　             
栄進牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)栄進堂
スウィフトカレント 牡3   

ユウカレント 中井裕二 冠名＋流れ                                         
56.0 .125

7 13 ユウキャラット 黒鹿 森秀行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ウイニングチケット) 栗東 .302    　             
山端 ﾙﾘ子(青森県) 0.0.0.0
(株)ｱｲﾃﾂ
ヴィクトワールピサ 牡3   

シゲルアスリート 加藤祥太 冠名＋オリンピック用語                                         
56.0 .077

7 14 ルージュロワイヤル 黒鹿 杉山晴紀           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 栗東 .104    　             
橋本牧場(安平町) 0.0.0.0
森中蕃
グランプリボス 牡3   

モズマゾク ☆森裕太 冠名＋魔族（モズの中国語表記）                                         
55.0 .233

8 15 モズアリュール 青 南井克巳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 栗東 .286    　             
前野牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ
ハービンジャー 牡3   

ケンハービンジャー 城戸義政 冠名＋父名                                         
56.0 .034

8 16 ラフレッシュブルー 鹿 本田優           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(グラスワンダー) 栗東 .279    　             
ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞﾊﾞﾚｰ(浦河町) 0.0.0.0
中西宏彰

阪神ダート1800m種牡馬成績 （集計期間：2019.02.19～2021.02.18）
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 123  11  13  12  87 0.089 0.195
 2 キズナ  69  10  14   7  38 0.145 0.348
 3 キングカメハメハ  86  10   7   3  66 0.116 0.198
 4 ディープインパクト  55  10   3   3  39 0.182 0.236
 5 オルフェーヴル  74   9   8   6  51 0.122 0.230
 6 ゴールドアリュール 129   9   7   9 104 0.070 0.124
 7 スマートファルコン  60   8   5   6  41 0.133 0.217
 8 カジノドライヴ  56   8   3   6  39 0.143 0.196
 9 ダンカーク  64   8   2   4  50 0.125 0.156
10 ヘニーヒューズ  80   7   8  10  55 0.088 0.188

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）

1 2 3 4 5 6 7 8
23 20 18 17 21 21 22 17

2021年2月21日（日）　1回阪神4日 4R メイクデビュー阪神 サラ系3歳 新馬  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。


