
2022年8月6日（土）　2回新潟3日 6R メイクデビュー新潟

新潟 6
  発 走

 12:55
6R メイクデビュー新潟
サラ系2歳 新馬 牝 馬齢

1600m　芝・左　外
基　準 良　 1:37.0
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　：534 40  255 23  544 10  155  9
レースラップ傾向：MMM  9  SMH  7  MMS  5  MMH  3
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キズナ 牝2   

トロピカルライト 丸田恭介 熱帯的＋明り                                         
54.0 .055

1 1 トロピカルスイーツ 黒鹿 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .166    　             
本間牧場(日高町) 0.0.0.0
高橋文男
ダイワメジャー 牝2   

アルヴィエンヌ 津村明秀 母名より＋ローヌ川沿いの古都名。母名
アルルより連想

                                        
54.0 .113

1 2 アルル 鹿 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Monsun) 美浦 .148    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)橋口
スクリーンヒーロー 牝2   

クインズイザナミ 石橋脩 冠名＋姫神名                                         
54.0 .152

2 3 アースザスリー 黒鹿 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .114    　             
新冠橋本牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｹｲｱｲｽﾀﾘｵﾝ
レッドファルクス 牝2   

ラディーヴァ 菊沢一樹 神がかり的（ラテン語）                                         
54.0 .081

2 4 ディアデム 芦 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .075    　             
ﾍｲﾊﾀ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
小林竜太郎
ハーツクライ 牝2   

ミタマ 松山弘平 御霊                                         
54.0 .241

3 5 モナリザ 鹿 上村洋行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Giant'sCauseway) 栗東 .182    　             
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
シルバーステート 牝2   

ビップクロエ 和田竜二 冠名＋「咲き誇る」という意味を持つ人
名より

                                        
54.0 .144

3 6 ｶﾘｽﾞﾏﾃｨｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞ 鹿 松下武士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Charismatic) 栗東 .157    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
鈴木邦英
ジャスタウェイ 牝2   

リュミヌーフィーユ 藤岡康太 明るい、輝く（仏）＋女の子（仏）                                         
54.0 .197

4 7 マネーペニー 栗 小崎憲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Monarchos) 栗東 .130    　             
ｵﾘｵﾝﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
大谷正嗣
ハービンジャー 牝2   

スマートミラージュ Cﾎｰ 冠名＋蜃気楼                                         
54.0 .091

4 8 ショウナンアクト 栗 音無秀孝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 栗東 .163    　             
桑田牧場(浦河町) 0.0.0.0
大川徹
サトノクラウン 牝2   

ニシノコウフク 三浦皇成 冠名＋幸福                                         
54.0 .211

5 9 ニシノマメフク 黒鹿 伊藤大士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .105    　             
中山 高鹿康(新冠町) 0.0.0.0
西山茂行
ネロ 牝2   

ペップセ 岩部純二 ダルマエナガ（ハングル）                                         
54.0 .023

5 10 ゴールデンレッグ 鹿 伊藤伸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブラックタイド) 美浦 .033    　             
大道牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
サトノクラウン 牝2   

マサハヤヴァンス 団野大成 冠名＋南仏ニースから２０キロにあるマ
ティスが愛した街の名前

                                        
54.0 .147

6 11 ラグナグ 鹿 中尾秀正           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 栗東 .218    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
中村政夫
ディープブリランテ 牝2   

ニシノパプルブリリ 菅原明良 冠名＋紫＋Ｂｒｉｌｌｉａｎｔより                                         
54.0 .176

6 12 ニシノクローバー 黒鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤオーラ) 美浦 .146    　             
中山 高鹿康(新冠町) 0.0.0.0
西山茂行
マクフィ 牝2   

アエディフィカータ 富田暁 築き上げる（ラテン語）                                         
54.0 .148

7 13 レディトリス 鹿 武英智           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 栗東 .241    　             
上水牧場(むかわ町) 0.0.0.0
今村明浩
ハービンジャー 牝2   

メランポジューム 岩田康誠 花の名前。花言葉は「あなたはかわいい
」

                                        
54.0 .173

7 14 ペルフィカ 鹿 高野友和           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 栗東 .175    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
バンドワゴン 牝2   

ジョウショーポーラ 高倉稜 冠名＋人名より                                         
54.0 .082

7 15 ジョウショーエガオ 鹿 服部利之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ケイムホーム) 栗東 .078    　             
五丸農場(新冠町) 0.0.0.0
熊田義孝
ドレフォン 牝2   

ルージュイストリア 福永祐一 冠名＋歴史（西）。母母、母母母、４代
母、５代母の馬名より連想

                                        
54.0 .266

8 16 レッドクラウディア 黒鹿 大竹正博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .140    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)東京ﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ
キタサンブラック 牝2   

ミッキーマカロン 松若風馬 冠名＋マカロン                                         
54.0 .146

8 17 シュガーショック 黒鹿 大久保龍志           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(CandyRide) 栗東 .262    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
野田ﾐﾂﾞｷ
キンシャサノキセキ 牝2   

リリックス 北村友一 歌詞                                         
54.0 .147

8 18 ソングライティング 青鹿 蛯名正義           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Giant'sCauseway) 美浦 .132    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
吉野英子

新潟芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2020.08.04～2022.08.03）
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  65   5   5   4  51 0.077 0.154
 2 モーリス  39   5   5   1  28 0.128 0.256
 3 ハーツクライ  27   5   1   1  20 0.185 0.222
 4 ロードカナロア  50   4   4   4  38 0.080 0.160
 5 エピファネイア  38   4   3   3  28 0.105 0.184
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2022年8月6日（土）　2回新潟3日 6R メイクデビュー新潟 サラ系2歳 新馬 牝 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。


