
2020年10月17日（土）　4回新潟3日 5R メイクデビュー新潟

新潟 5
  発 走

 12:15
5R メイクデビュー新潟
サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢

1400m　芝・左
基　準 良　 1:23.4
タイム 重不 1:24.3

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534  6  345  6  435  4  434  1
レースラップ傾向：MMS  7  MMM  6  SSM  4  MSS  3
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ダイワメジャー 牡2   

ジェットセッター 藤井勘一 飛行機で各地を飛び回っている人                                         
55.0 .087

1 1 プリンセスルーシー 鹿 加藤士津           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StrategicPrince) 美浦 .000    　             
新冠橋本牧場(新冠町) 0.0.0.0
野村茂雄
ルーラーシップ 牝2   

サンフィニティ 横山武史 華やかに長期間にわたって咲き続ける、
ひまわりの品種名

                                        
54.0 .203

1 2 イントロダクション 鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(デュランダル) 美浦 .135    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
エイシンフラッシュ 牝2   

メイショウツツジ 古川吉洋 冠名＋躑躅                                         
54.0 .129

2 3 メイショウアキシノ 黒鹿 南井克巳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(デュランダル) 栗東 .138    　             
富田牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
エイシンヒカリ 牡2   

ワンズワード 木幡初也 約束                                         
55.0 .050

2 4 エイシンジョアンナ 栗 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(トニービン) 美浦 .118    　             
清水 誠一(様似町) 0.0.0.0
鈴木芳夫
MidnightLute 牝2   

(外)マイサンライズ 柴山雄一 母名の一部＋夜明け。父名より連想                                         
54.0 .067

3 5 MyKitty 黒鹿 和田正一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Catienus) 美浦 .000    　             
Chad Austin Reed & Hill 0.0.0.0
(有)和田牧場
パイロ 牡2   

ゴヨウマツミッチー ▲秋山稔 植物名＋人名愛称                                         
52.0 .090

3 6 ネオグラティア 黒鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .067    　             
川島牧場(新冠町) 0.0.0.0
(有)川島牧場
リオンディーズ 牡2   

ムラサメマル 柴田善臣 小説に登場する架空の刀                                         
55.0 .138

4 7 スターカットジェム 鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フォーティナイナー) 美浦 .120    　             
藤本ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
高橋文男
ディープブリランテ 牝2   

ジャストザビアンカ 西村淳也 冠名＋白（伊）                                         
54.0 .155

4 8 ジャストザハピネス 青鹿 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 栗東 .175    　             
前田ﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
ｼﾞｬｽﾄ･ﾀｲﾑｸﾗﾌﾞ
エピファネイア 牡2   

チャルコパイライト 荻野極 勝負運を強くするとされるパワーストー
ン

                                        
55.0 .092

5 9 ウィズペイシェンス 鹿 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .169    　             
赤石牧場(平取町) 0.0.0.0
高橋文男
エピファネイア 牡2   

タマモコレクト 熊沢重文 冠名＋正解。母の名より連想                                         
55.0 .161

5 10 チャームアンサー 鹿 藤岡健一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メジロライアン) 栗東 .197    　             
対馬 正(新冠町) 0.0.0.0
ﾀﾏﾓ(株)
メイショウボーラー 牡2   

キャンビー 丹内祐次 可能性を表す意味となる                                         
55.0 .108

6 11 ヴェラオン 黒鹿 高橋祥泰           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(プリサイスエンド) 美浦 .167    　             
市川ﾌｱｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
岡田繁幸
マツリダゴッホ 牡2   

ワザモノ 黛弘人 業物。名工が鍛えた切れ味鋭い銘刀                                         
55.0 .051

6 12 モトヒメ 鹿 尾関知人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ショウナンカンプ) 美浦 .160    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
ロードカナロア 牝2   

スカイカンナ △菅原明 冠名＋花の名前                                         
52.0 .111

7 13 ハッピージュエル 鹿 栗田徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(リンカーン) 美浦 .159    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
小島俊治
マツリダゴッホ 牡2   

リュウノエルヴィス 勝浦正樹 冠名＋人名より                                         
55.0 .103

7 14 フレンズ 芦 小野次郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .111    　             
藤川ﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
蓑島竜一
キズナ 牡2   

デストゥリエーレ 丸田恭介 駿馬（伊）。いち早くターフを駆け抜け
てほしい

                                        
55.0 .081

7 15 サマールナ 青鹿 池上昌和           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .166    　             
秋場牧場(浦河町) 0.0.0.0
ﾗｲｵﾝﾚｰｽﾎｰｽ(株)
ハーツクライ 牝2   

シーチェンジ ◇藤田菜 完全な変貌、大変化。母名より連想                                         
52.0 .127

8 16 シーオーク 栗 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .211    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
吉田晴哉
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牝2   

マザーフェイヴァー 川又賢治 母の寵愛。母の唯一残した牝馬である本
馬に沢山の愛情が注がれるよう

                                        
54.0 .128

8 17 ウォータープレミア 鹿 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .100    　             
笹地牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾀｰﾌ･ｽﾎﾟｰﾄ
AmericanPharoah 牝2   

ムーンビード 吉田隼人 月の雫                                         
54.0 .194

8 18 イブニングジュエル 鹿 友道康夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(NorthernAfleet) 栗東 .286    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ

新潟芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2018.10.15～2020.10.14）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ダイワメジャー  44   4   4   3  33 0.091 0.182
 2 ハーツクライ  23   3   3   3  14 0.130 0.261
 3 ルーラーシップ  15   3   1   1  10 0.200 0.267
 4 ロードカナロア  33   3   1   1  28 0.091 0.121
 5 アドマイヤムーン  13   3   1   0   9 0.231 0.308
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2020年10月17日（土）　4回新潟3日 5R メイクデビュー新潟 サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢 1400m　芝・左
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。


