
2021年9月22日 門別 4R 日高国際スキー場賞２歳新馬

門別 4
  発 走

 16:00
4R 日高国際スキー場賞２歳新馬
サラブレッド系　2歳 定量

1000m　ダート・右　
基　準 良　 1:01.8
タイム 重不 1:01.1

賞金：50、14、10.5、7、3.5万円

勝利馬展開係数　：534 683  544 135  455 71  355 69
レースラップ傾向：MSS 193  MMM 135  SSS 127  SMM 75
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イスラボニータ 牝2   

ユメミルボニータ 小野楓　 母名の一部＋父名の一部。夢見るかわい
い子

                                        
54.0 .253

1 1 ユメミルテーラー 鹿 小野望　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(チーフベアハート) 北海道.318    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ 0.0.0.0
岡田将一 0.0.0.0
サンカルロ 牝2   

ミーナ 桑村真　 宝の山（西）                                         
54.0 .248

2 2 ジェノア 黒鹿 佐久雅　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ストラヴィンスキー) 北海道.176    　             
★橋本牧場 0.0.0.0
渋谷高雄 0.0.0.0
キンシャサノキセキ 牝2   

ツォルフェアアイン 五十冬　 ユネスコ世界遺産に登録されているドイ
ツの産業遺産

                                        
54.0 .276

3 3 ベラプラティナ 黒鹿 川島洋　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Ｐｌａｔｉｎｉ) 北海道.192    　             
栄進牧場 0.0.0.0
貝本隆三 0.0.0.0
ヴァンセンヌ 牝2   

ヒナアラレ 阪野学　 ひなあられ                                         
54.0 .160

4 4 キョウエイアン 鹿 田中正　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フォーティナイナー) 北海道.208    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ 0.0.0.0
岡田将一 0.0.0.0
ビッグアーサー 牝2   

ビッグアート 松井伸　 父名の一部＋母名の一部                                         
54.0 .131

5 5 アートラヴァー 栗 齊藤正　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 北海道.138    　             
ｱｽﾗﾝ 0.0.0.0
和田博美 0.0.0.0
ローレルゲレイロ 牡2   

ノンロム 石川倭　 タイの地名                                         
55.0 .353

6 6 ドゥラーレ 鹿 黒川智　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フサイチリシャール) 北海道.176    　             
厚賀古川牧場 0.0.0.0
大久保和夫 0.0.0.0
ベルシャザール 牝2   

アミティス 岩橋勇　 メソポタミア神話に登場するバビロニア
王妃の名前。父名より連想

                                        
54.0 .147

7 7 マンディスキュア 黒鹿 齊藤正　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 北海道.138    　             
広富牧場 0.0.0.0
(有)広富牧場 0.0.0.0
オーシャンブルー 牡2   

ブルーマントル 山本咲　 青色のコート。父名、母名より連想                                         
55.0 .198

7 8 スカーレットドレス 栗 櫻井拓　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ホワイトマズル) 北海道.212    　             
有限会社吉田ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
窪田康志 0.0.0.0
エイシンヒカリ 牝2   

エイシンプシュケー 阿部龍　 冠名＋蝶（古代ギリシャ語）                                         
54.0 .210

8 9 エーシンエポナ 芦 角川秀　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Ｃｕｒｌｉｎ) 北海道.329    　             
栄進牧場 0.0.0.0
平井克彦 0.0.0.0
ミッキーアイル 牝2 替 21.08.19 遅  門別 

パームアイル 落合玄　 ヤシの島 ＪＲＡ認定     新馬                                 
54.0 .268 取消 8頭 7番 　

8 10 ハロースカーレット 鹿 田中淳　  計不  阿部龍 54          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 北海道.391  1100m ダ 重             
ﾔﾅｶﾞﾜ牧場 0.0.0.0 SSH      38.1
梁川正普 0.0.0.0 逃先

門別ダート1000m種牡馬成績 （集計期間：2019.09.20～2021.09.19）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 サウスヴィグラス 104  22  25   7  50 0.212 0.452
 2 シニスターミニスター  53  17   4   4  28 0.321 0.396
 3 ストロングリターン  53  14   5   6  28 0.264 0.358
 4 プリサイスエンド  62  12   8   8  34 0.194 0.323
 5 ダノンレジェンド  65  12   6   7  40 0.185 0.277
 6 キンシャサノキセキ  49  12   5   7  25 0.245 0.347
 7 トゥザワールド 124  11  10  13  90 0.089 0.169
 8 サクラゼウス  50  11   6   6  27 0.220 0.340
 9 カレンブラックヒル  50  11   3   7  29 0.220 0.280
10 ヘニーヒューズ  32  10   5   3  14 0.313 0.469
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2021年9月22日 門別 4R 日高国際スキー場賞２歳新馬 サラブレッド系　2歳 定量 1000m　ダート・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。


