
2021年6月12日（土）　1回札幌1日 5R メイクデビュー札幌

札幌 5
  発 走

 12:15
5R メイクデビュー札幌
サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢

1000m　芝・右
基　準 良　 0:57.6
タイム 重不 

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：                  
レースラップ傾向：                  
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イスラボニータ 牝2   

スマイルアップ 丹内祐次 ほほえみで気分上昇                                         
54.0 .144

1 1 アドマイヤオンリー 芦 萱野浩二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .142    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
馬目卓
シルバーステート 牝2   

リトス ☆亀田温 宝石（ギリシャ語）                                         
53.0 .115

2 2 カルディア 鹿 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .237    　             
築紫 洋(新ひだか町) 0.0.0.0
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(株)
ストロングリターン 牡2   

オーシンプラス 古川吉洋 馬主名より＋プラス                                         
54.0 .078

3 3 ニシノツインクル 黒鹿 宮徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Johannesburg) 栗東 .133    　             
松本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
大田慎治
イスラボニータ 牝2   

プラソン 藤岡佑介 ネギ（古代ギリシャ語）                                         
54.0 .225

4 4 カシシ 鹿 寺島良           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 栗東 .197    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
市川義美
メイショウボーラー 牡2   

ダイチスマイル △秋山稔 大地＋笑い                                         
52.0 .081

4 5 ヴァルール 黒鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドヘイロー) 美浦 .021    　             
荻伏服部牧場(浦河町) 0.0.0.0
服部英利
ダイワメジャー 牝2   

コラリン 横山武史 珊瑚。母名より連想                                         
54.0 .216

5 6 モルジアナ 栗 木村哲也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Dubawi) 美浦 .326    　             
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
ノボジャック 牡2   

ミンナノユメミノル 菊沢一樹 皆の夢が実るよう願いを込めて                                         
54.0 .085

5 7 ミンナノユメノセテ 栗 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サマーバード) 美浦 .039    　             
橋本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)LS.M
サトノアラジン 牝2   

ヴィルチュオーズ 武豊 名手（仏）                                         
54.0 .263

6 8 エセンテペ 黒鹿 武幸四郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Oratorio) 栗東 .182    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)桑田牧場
コパノリチャード 牝2   

ミスリチャード △泉谷楓 女性＋父名の一部                                         
52.0 .159

6 9 ミスミーチャン 鹿 村山明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファスリエフ) 栗東 .098    　             
服部 牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
小林祥晃
ブラックタイド 牡2   

ナバロン 菱田裕二 「ナバロンの要塞」より                                         
54.0 .093

7 10 シシャモチャン 鹿 杉山佳明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 栗東 .035    　             
大島牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)大島牧場
キンシャサノキセキ 牝2   

カイカノキセキ 鮫島克駿 開花の軌跡。開花へたどった道筋。父名
、母名より連想

                                        
54.0 .193

7 11 カイカヨソウ 青鹿 池添学           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ティンバーカントリー) 栗東 .195    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
(有)ｷｬﾛｯﾄﾌｧｰﾑ
シルバーステート 牝2   

リブラソナチネ 大庭和弥 天秤（ラテン語）＋クラシック音楽のジ
ャンル

                                        
54.0 .054

8 12 アウロラプラネット 黒鹿 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .033    　             
村上 雅規(新冠町) 0.0.0.0
田頭勇貴
リオンディーズ 牝2   

ブッシュガーデン 吉田隼人 灌木＋庭                                         
54.0 .247

8 13 フリスコベイ 黒鹿 武井亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HardSpun) 美浦 .130    　             
恵比寿興業株式会社那須野 0.0.0.0
那須野牧場
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2021年6月12日（土）　1回札幌1日 5R メイクデビュー札幌 サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢 1000m　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。


