
2021年10月17日（日）　4回阪神4日 5R メイクデビュー阪神

阪神 5
  発 走

 12:20
5R メイクデビュー阪神
サラ系2歳 新馬  馬齢

1600m　芝・右　外
基　準 良　 1:37.2
タイム 重不 1:37.5

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：355 12  534  9  345  4  444  3
レースラップ傾向：MMM 13  SSM  8  MSM  5  MMS  4
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ルーラーシップ 牡2   

ウィングローリー 福永祐一 勝利の栄光                                         
55.0 .313

1 1 ノボリディアーナ 鹿 四位洋文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 栗東 .112    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
原田豊
ｱﾒﾘｶﾝﾍﾟｲﾄﾘｵｯﾄ 牡2   

サザンステート 岩田望来 南部の州。父名、母名より連想                                         
55.0 .208

1 2 ディープサウス 黒鹿 松永幹夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .214    　             
坂東牧場(平取町) 0.0.0.0
窪田芳郎
オルフェーヴル 牝2   

ゴーハッピーゴー 大野拓弥 幸せな方向に向かうイメージ                                         
54.0 .155

2 3 バルドウィナ 鹿 森田直行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(PistoletBleu) 栗東 .084    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田千津
ｱﾒﾘｶﾝﾍﾟｲﾄﾘｵｯﾄ 牡2   

スピリットワールド 武豊 精神世界                                         
55.0 .274

2 4 アクアリスト 鹿 石橋守           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Coronado'sQuest) 栗東 .119    　             
ﾀﾞｰﾚｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ
ロードカナロア 牡2   

クロステック 坂井瑠星 既存物と先進的なテクノロジーが結びつ
いた新たな製品やサービス

                                        
55.0 .146

3 5 サプレザ 黒鹿 大久保龍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Sahm) 栗東 .253    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
エピファネイア 牡2   

セルバーグ 和田竜二 人名より                                         
55.0 .128

3 6 エナチャン 鹿 鈴木孝志           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キンシャサノキセキ) 栗東 .114    　             
前谷 武志(新ひだか町) 0.0.0.0
桑畑夏美
モーリス 牡2   

リリーラッシャー 藤懸貴志 冠名＋猪突猛進する人                                         
55.0 .092

4 7 バリアーモ 鹿 平田修           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .151    　             
新冠橋本牧場(新冠町) 0.0.0.0
土井孝夫
ミッキーアイル 牡2   

レイビル 藤岡康太 人名より                                         
55.0 .147

4 8 ブライダルドレス 鹿 武英智           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 栗東 .151    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
飯田正剛
ハーツクライ 牡2   

リアルグローリー 幸英明 真の栄光                                         
55.0 .183

5 9 ラーナック 鹿 大橋勇樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Montjeu) 栗東 .181    　             
杵臼牧場(浦河町) 0.0.0.0
CLUBRUNFORTHEROSES
ドゥラメンテ 牝2   

ドゥラッツォ 高倉稜 イタリア語でのアルバニアの都市名                                         
54.0 .079

5 10 イシス 青鹿 杉山晴紀           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングヘイロー) 栗東 .189    　             
ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
ｻｲﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(合)
リアルインパクト 牡2   

ポーカー 松山弘平 心理戦を特徴とするゲームの名                                         
55.0 .266

6 11 シルバーチャリス 黒鹿 上村洋行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(RainbowQuest) 栗東 .197    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
石川達絵
オルフェーヴル 牡2   

サトノドルチェ Cﾙﾒｰﾙ 冠名＋甘美な（伊）                                         
55.0 .418

6 12 ラッドルチェンド 鹿 池江泰寿           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(DanehillDancer) 栗東 .210    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)ｻﾄﾐﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ
エピファネイア 牝2   

ショウナンナージャ 池添謙一 冠名＋ロシアの女性名より                                         
54.0 .184

7 13 ショウナンタイリン 青鹿 池添兼雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .141    　             
中原牧場(日高町) 0.0.0.0
国本哲秀
ジャングルポケット 牡2   

ハイグッドエース 古川吉洋 冠名＋良い＋チームの第一人者                                         
55.0 .079

7 14 ハイフィールド 黒鹿 大根田裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マーベラスサンデー) 栗東 .113    　             
ﾍｲﾊﾀ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
服部新平
メイショウボーラー 牡2   

メイショウイタマエ ▲角田大 冠名＋板前                                         
52.0 .108

8 15 デルマオサキ 鹿 千田輝彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 栗東 .094    　             
金成吉田牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
リオンディーズ 牡2   

ロカビリークイッフ 松若風馬 英国男性のヘアスタイル。母母名から連
想

                                        
55.0 .123

8 16 ジェシカ 鹿 音無秀孝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(トニービン) 栗東 .201    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ

阪神芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2019.10.15～2021.10.14）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ディープインパクト 157  15  16  20 106 0.096 0.197
 2 ロードカナロア 107  10   5  11  81 0.093 0.140
 3 キングカメハメハ  52   9   6   1  36 0.173 0.288
 4 ダイワメジャー  76   8  11   4  53 0.105 0.250
 5 キズナ  75   8   7   6  54 0.107 0.200
 6 ルーラーシップ  70   8   6   6  50 0.114 0.200
 7 ハーツクライ  66   8   3   8  47 0.121 0.167
 8 エピファネイア  55   6   7   5  37 0.109 0.236
 9 ドゥラメンテ  25   3   2   0  20 0.120 0.200
10 オルフェーヴル  42   3   1   3  35 0.071 0.095
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2021年10月17日（日）　4回阪神4日 5R メイクデビュー阪神 サラ系2歳 新馬  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。


