
2022年7月2日（土）　3回小倉1日 5R メイクデビュー小倉

小倉 5
  発 走

 12:25
5R メイクデビュー小倉
サラ系2歳 新馬 九州産馬 馬齢

1200m　芝・右
基　準 良　 1:09.8
タイム 重不 1:10.5

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 77  444 17  544 14  354 10
レースラップ傾向：SSM 11  SSS 11  MMM 11  SMM  5
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エーシンシャラク 牡2   

カシノスターリング ▲角田大河 冠名＋主役、主演                                         
51.0 .104

1 1 ミッキーコマンド 栗 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンディコマンド) 美浦 .075    　             
田上 雄二(宮崎県) 0.0.0.0
柏木務
ダノンバラード 牝2   

セロンテソーロ
★永島まなみ カナダの河川＋冠名                                         
50.0 .065

1 2 ワイルドソース 鹿 加藤和宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ExceedAndExcel) 美浦 .044    　             
本田 土寿(熊本県) 0.0.0.0
了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ｽｸﾜｰﾄﾙｽｸﾜｰﾄ 牝2   

サツマノオンナ 松山弘平 薩摩の女                                         
54.0 .240

2 3 スペシャルビビー 黒鹿 新谷功一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 栗東 .192    　             
新保 孝一(鹿児島県) 0.0.0.0
伊東政清
ドレフォン 牡2   

テイエムハヤカケン 富田暁 冠名＋速いのだから（九州方言）                                         
54.0 .141

2 4 ビアンカシェボン 黒鹿 木原一良           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 栗東 .141    　             
ﾃｲｴﾑ牧場(鹿児島県) 0.0.0.0
竹園正繼
ホッコータルマエ 牝2   

カシノサヴィ 幸英明 冠名＋理解、判断、機転                                         
54.0 .151

3 5 サトノコンドル 鹿 谷潔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 栗東 .138    　             
福田 米造(鹿児島県) 0.0.0.0
柏木務
ケイムホーム 牝2   

ユクサキタ 国分優作 ようこそ来た（鹿児島弁）                                         
54.0 .067

3 6 エフェクト 黒鹿 服部利之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｽｸﾜｰﾄﾙｽｸﾜｰﾄ) 栗東 .068    　             
新保 孝一(鹿児島県) 0.0.0.0
新保松二
ｽｸﾜｰﾄﾙｽｸﾜｰﾄ 牝2   

カシノクック 川須栄彦 冠名＋人名より                                         
54.0 .125

4 7 カシノエルサ 黒鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ケープブランコ) 美浦 .101    　             
新保 孝一(鹿児島県) 0.0.0.0
柏木務
アドマイヤマックス せん2   

テイエムイッキュウ ▲服部寿希 冠名＋一級                                         
51.0 .066

4 8 テイエムヒスイ 鹿 杉山晴紀           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(テイエムオペラオー) 栗東 .186    　             
ﾃｲｴﾑ牧場(鹿児島県) 0.0.0.0
竹園正繼
ロードバリオス 牡2   

キスウマイ 藤懸貴志 キスが上手い。口びる差で勝ってほしい                                         
54.0 .061

5 9 アヴェニューズレディ 青鹿 松永幹夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(AvenueofFlags) 栗東 .251    　             
本田 土寿(熊本県) 0.0.0.0
山下良子
ケイムホーム 牡2   

キリシマラッキー 城戸義政 冠名＋幸運                                         
54.0 .064

5 10 コウエイテンペスタ 栗 石毛善彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .019    　             
土屋牧場(宮崎県) 0.0.0.0
土屋君春
ケイムホーム 牡2   

カシノジャッカル ☆亀田温心 冠名＋動物名                                         
53.0 .068

6 11 ユメサカス 青 北出成人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(イシノナイト) 栗東 .141    　             
徳重 正幸(鹿児島県) 0.0.0.0
柏木務
ベーカバド 牝2   

テイエムユメキュウ 鮫島良太 冠名＋夢＋九州産より                                         
54.0 .039

6 12 ユメノタイト 鹿 飯田雄三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブラックタイド) 栗東 .124    　             
ﾃｲｴﾑ牧場(鹿児島県) 0.0.0.0
竹園正繼
テイエムジンソク 牡2   

テイエムジンキュウ
▲川端海翼 冠名＋迅急                                         
51.0 .000

7 13 テイエムリヴィエラ 鹿 浜田多実雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(テイエムオペラオー) 栗東 .082    　             
ﾃｲｴﾑ牧場(鹿児島県) 0.0.0.0
竹園正繼
ナムラタイタン 牝2   

ゴーツウキリシマ 藤岡康太 郷里霧島へ行く                                         
54.0 .203

7 14 エイシンドナウ 鹿 牧田和弥           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(グラスワンダー) 栗東 .090    　             
釘田 義美(鹿児島県) 0.0.0.0
西村新一郎
ケイムホーム 牡2   

コウユーオモイノセ 団野大成 冠名＋思いを乗せ                                         
54.0 .166

7 15 パブロワ 芦 斉藤崇史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 栗東 .171    　             
田上 勝雄(宮崎県) 0.0.0.0
加治屋貞光
ダノンレジェンド 牝2   

エイヨーチャクラ 小牧太 行くぞ（ヒップホップ用語）＋エネルギ
ーの源

                                        
54.0 .000

8 16 ズッチーナ 青鹿 牧田和弥           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ストラヴィンスキー) 栗東 .090    　             
釘田 義美(鹿児島県) 0.0.0.0
柳田英子
マクフィ 牡2   

ベルボールドナイン ★今村聖奈 冠名＋勇敢な＋九。九州産馬なので                                         
50.0 .148

8 17 デンコウブルー 鹿 菊沢隆徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .168    　             
本田 土寿(熊本県) 0.0.0.0
宮崎俊也
ケイムホーム 牝2   

カシノロマネ 森裕太朗 冠名＋ブドウ畑があるフランスの地名よ
り

                                        
54.0 .071

8 18 トシザキミ 鹿 藤沢則雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャイアントレッカー) 栗東 .011    　             
上村 利幸(鹿児島県) 0.0.0.0
柏木務

小倉芝1200m種牡馬成績 （集計期間：2020.06.30～2022.06.29）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ロードカナロア 198  27  19  14 138 0.136 0.232
 2 ダイワメジャー 119  12   9   8  90 0.101 0.176
 3 ミッキーアイル  45   9   5   3  28 0.200 0.311
 4 エイシンフラッシュ  35   7   1   1  26 0.200 0.229
 5 モーリス  55   4   5   4  42 0.073 0.164
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2022年7月2日（土）　3回小倉1日 5R メイクデビュー小倉 サラ系2歳 新馬 九州産馬 馬齢 1200m　芝・右
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。


