
2020年10月25日（日）　4回新潟6日 5R メイクデビュー新潟

新潟 5
  発 走

 12:05
5R メイクデビュー新潟
サラ系2歳 新馬 牝 ［指定］ 馬齢

1600m　芝・左　外
基　準 良　 1:37.2
タイム 重不 1:37.3

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 10  434  5  345  4  355  2
レースラップ傾向：MMS  8  MMM  4  SMM  3  SSH  3
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ディープインパクト 牝2   

メラニー 横山武史 女性名より                                         
54.0 .199

1 1 ロベルタ 青鹿 菊沢隆徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .162    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
近藤英子
ハービンジャー 牝2   

エクメディフラワー 井上敏樹 冠名＋花                                         
54.0 .022

1 2 ポッドレイ 鹿 深山雅史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .077    　             
下屋敷牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
橋本慎太郎
ハービンジャー 牝2   

エコロデイジー 高倉稜 冠名＋花の名                                         
54.0 .031

2 3 モモトンボ 鹿 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 栗東 .175    　             
諏訪牧場(青森県) 0.0.0.0
原村正紀
ルーラーシップ 牝2   

ホウオウイクセル 丸田恭介 冠名＋ベルギーの地名                                         
54.0 .079

2 4 メジロオードリー 鹿 高柳瑞樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .122    　             
ﾚｲｸｳﾞｨﾗﾌｧｰﾑ(洞爺湖町) 0.0.0.0
小笹芳央
ミッキーアイル 牝2   

サクセスビリーブ 丹内祐次 成功＋信じる                                         
54.0 .109

3 5 ミスケリー 鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(カジノドライヴ) 美浦 .064    　             
飛渡牧場(新冠町) 0.0.0.0
小林章
エイシンフラッシュ 牝2   

メイジュスマイル 鮫島克駿 冠名（明寿）＋笑顔                                         
54.0 .135

3 6 ラーチャプルック 黒鹿 川村禎彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マーベラスサンデー) 栗東 .128    　             
ｽﾏｲﾙﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
荒井元明
ドゥラメンテ 牝2   

タマモキラキラボシ 荻野極 冠名＋きらきら星。兄の名から連想                                         
54.0 .096

4 7 チャームダイヤ 鹿 中竹和也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヘネシー) 栗東 .156    　             
ｽﾏｲﾙﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
ﾀﾏﾓ(株)
ロードカナロア 牝2   

キャッチミー 杉原誠人 私をつかまえて                                         
54.0 .076

4 8 マッキーマイハート 鹿 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .069    　             
高橋 修(新ひだか町) 0.0.0.0
薪浦亨
バゴ 牝2   

ゴルトメーネ ◇藤田菜 黄金のたてがみ（独）                                         
52.0 .127

5 9 グラッドリー 栗 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .048    　             
ﾊｸﾂ牧場(新冠町) 0.0.0.0
犬塚悠治郎
ミッキーアイル 牝2   

ミスティックアイル 菱田裕二 神秘的な島。父母名より連想                                         
54.0 .150

5 10 ミスティックリップス 鹿 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Generous) 栗東 .175    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
ジャスタウェイ 牝2   

テンナイスポイント 蛯名正義 冠名＋ナイス＋ポイント                                         
54.0 .093

6 11 アマルフィターナ 鹿 安田翔伍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .204    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
天白泰司
エイシンヒカリ 牝2   

トリプルミリオン ▲山田敬 ３倍＋大ヒットした作品                                         
51.0 .061

6 12 レヴリ 芦 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ホワイトマズル) 美浦 .054    　             
川上牧場(新冠町) 0.0.0.0
江川伸夫
ドゥラメンテ 牝2   

ラガーイチバン 勝浦正樹 冠名＋一番                                         
54.0 .101

7 13 アポロティアラ 黒鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(パラダイスクリーク) 栗東 .160    　             
山際牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
奥村啓二
ディープブリランテ 牝2   

プリティワヒネ 小崎綾也 母母名の一部＋母名の一部                                         
54.0 .078

7 14 ワイレアワヒネ 栗 池添兼雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 栗東 .117    　             
対馬 正(新冠町) 0.0.0.0
横瀬兼二
タニノギムレット 牝2   

サンウィンズロー 宮崎北斗 太陽＋アメリカの都市                                         
54.0 .058

7 15 セイウンクレナイ 鹿 伊藤伸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .087    　             
中橋 正(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)加藤ｽﾃｰﾌﾞﾙ
マクフィ 牝2   

ブライダルクイーン ☆菅原明 母名の一部＋女王                                         
53.0 .112

8 16 ブライダルドレス 芦 大竹正博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .164    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
YTﾚｰｼﾝｸﾞ
ハーツクライ 牝2   

コントゥール 西村淳也 物語を読み聞かせる人（仏）。母名より
連想

                                        
54.0 .153

8 17 シェアザストーリー 黒鹿 高柳大輔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(コマンダーインチーフ) 栗東 .123    　             
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
シルポート 牝2   

ハクサンクノイチ ▲秋山稔 冠名＋女性忍者                                         
51.0 .090

8 18 ヒシヴァリアント 鹿 新開幸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Galileo) 美浦 .114    　             
中村 雅明(浦河町) 0.0.0.0
河崎五市

新潟芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2018.10.23～2020.10.22）
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  69   6   6   4  53 0.087 0.174
 2 ハーツクライ  32   6   4   2  20 0.188 0.313
 3 ロードカナロア  53   5   4   2  42 0.094 0.170
 4 ジャスタウェイ  20   3   3   0  14 0.150 0.300
 5 ダイワメジャー  34   3   1   3  27 0.088 0.118
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2020年10月25日（日）　4回新潟6日 5R メイクデビュー新潟 サラ系2歳 新馬 牝 ［指定］ 馬齢 1600m　芝・左　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。


