
2021年11月21日（日）　5回阪神6日 4R メイクデビュー阪神

阪神 4
  発 走

 11:30
4R メイクデビュー阪神
サラ系2歳 新馬 牝 馬齢

1600m　芝・右　外
基　準 良　 1:37.1
タイム 重不 1:37.4

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 26  255 12  355 12  454 11
レースラップ傾向：MMM 17  SSM  8  MSM  5  MMS  4
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フェノーメノ 牝2   

パープルツバメ 鮫島良太 紫の燕                                         
54.0 .067

1 1 リキサンキャロル 鹿 飯田雄三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ニューイングランド) 栗東 .139    　             
竹内 良一(新ひだか町) 0.0.0.0
中野銀十
キズナ 牝2   

スマートドラフト 武豊 冠名＋選抜                                         
54.0 .275

1 2 アバンダント 鹿 石橋守           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 栗東 .123    　             
ｲﾄｳ牧場(日高町) 0.0.0.0
大川徹
ハービンジャー 牝2   

トモエセンニンギリ 浜中俊 巴御前より＋千人斬り                                         
54.0 .205

2 3 サララ 鹿 武英智           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤベガ) 栗東 .146    　             
本間牧場(日高町) 0.0.0.0
高瀬真尚
ディープインパクト 牝2   

アストロフィライト 川田将雅 「創造の爆発」を象徴する星葉石。夢や
目標を超越した活躍を願って

                                        
54.0 .412

2 4 ｳｪｲｳﾞｪﾙｱﾍﾞﾆｭｰ 鹿 中内田充           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Harlington) 栗東 .291    　             
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
ルーラーシップ 牝2   

ウィシンクアスク 岩田望来 我々＋想う＋冠名                                         
54.0 .224

3 5 フューチャサンデー 黒鹿 野中賢二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 栗東 .201    　             
藤原牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
廣崎利洋
エピファネイア 牝2   

エピプランセス 福永祐一 父名より＋フランスで王族、皇族などの
貴人の女性に用いられる称号

                                        
54.0 .313

3 6 サングレアル 栗 池添学           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 栗東 .232    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｻﾝﾃﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ
イスラボニータ 牝2   

コスタボニータ 田辺裕信 美しい海岸（西）。父名より連想                                         
54.0 .201

4 7 レディイン 芦 杉山佳明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Kendor) 栗東 .093    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
谷掛龍夫
ルーラーシップ 牝2   

トーホウクリスタル 団野大成 冠名＋高級のガラス                                         
54.0 .153

4 8 トーホウシンバル 青鹿 川村禎彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 栗東 .124    　             
竹島 幸治(日高町) 0.0.0.0
東豊物産(株)
オルフェーヴル 牝2   

ラガーフッカー ▲小沢大 冠名＋ラグビーにおけるフォワードの一
人

                                        
51.0 .107

5 9 テメリアイランド 栗 池添兼雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Montjeu) 栗東 .137    　             
前川 勝春(新ひだか町) 0.0.0.0
奥村啓二
ジャスタウェイ 牝2   

クエルチア ▲角田大 樫（伊）                                         
51.0 .103

5 10 サンキュースマイル 鹿 角田晃一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 栗東 .135    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
飯田正剛
ディープブリランテ 牝2   

イテフ 池添謙一 イチョウ。本馬の顔の白斑がイチョウの
葉のようであることより

                                        
54.0 .188

6 11 リードフルート 黒鹿 上村洋行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 栗東 .188    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
中本行則
ドゥラメンテ 牝2   

レディズビーク 横山武史 淑女のくちばし                                         
54.0 .250

6 12 ﾚﾃﾞｨﾎｰｸﾌｨｰﾙﾄﾞ 青鹿 池江泰寿           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HawkWing) 栗東 .224    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
青芝商事(株)
バゴ 牝2   

アルティヒ 幸英明 かわいらしく、優雅に（音楽用語）                                         
54.0 .179

7 13 スーリール 鹿 河内洋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 栗東 .152    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
エピファネイア 牝2   

プラティナマリア 松山弘平 白金の髪（ギリシャ語）。本馬の髪の色
から

                                        
54.0 .270

7 14 プリンセスゴールド 栗 橋口慎介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 栗東 .191    　             
折手牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
キズナ 牝2   

ミヤジネズコ 和田竜二 冠名＋人名より                                         
54.0 .140

8 15 ミヤジレリゴー 黒鹿 鈴木孝志           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .127    　             
村中牧場(浦河町) 0.0.0.0
曽我司
モーリス 牝2   

ジャジャカバージョ 藤岡康太 じゃじゃ馬より＋馬（西）                                         
54.0 .146

8 16 ウタヒメ 鹿 藤岡健一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Mr.Greeley) 栗東 .196    　             
ｼﾝﾎﾞﾘ牧場(日高町) 0.0.0.0
幅田昌伸

阪神芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2019.11.19～2021.11.18）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ディープインパクト 165  16  17  20 112 0.097 0.200
 2 ロードカナロア 113  10   6  11  86 0.088 0.142
 3 ダイワメジャー  79   9  11   4  55 0.114 0.253
 4 キングカメハメハ  56   9   6   1  40 0.161 0.268
 5 キズナ  81   8   7   7  59 0.099 0.185
 6 ルーラーシップ  75   8   6   6  55 0.107 0.187
 7 ハーツクライ  71   8   3   8  52 0.113 0.155
 8 エピファネイア  64   7   9   6  42 0.109 0.250
 9 ドゥラメンテ  32   3   2   0  27 0.094 0.156
10 オルフェーヴル  48   3   1   5  39 0.063 0.083
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2021年11月21日（日）　5回阪神6日 4R メイクデビュー阪神 サラ系2歳 新馬 牝 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。


