
2022年8月13日（土）　3回新潟1日 6R メイクデビュー新潟

新潟 6
  発 走

 13:05
6R メイクデビュー新潟
サラ系2歳 新馬 牝 馬齢

1400m　芝・左
基　準 良　 1:23.4
タイム 重不 1:24.2

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：255 15  544 12  444  9  155  9
レースラップ傾向：MMS  8  MMM  7  MSS  3  SSM  1
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ロゴタイプ 牝2   

チキチキチータ 木幡巧也 エンジン音、モーター音より＋動物名                                         
54.0 .103

1 1 エクストラファイン 栗 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .113    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
小林善一
スクリーンヒーロー 牝2   

クライノート 柴田大知 宝石（独）                                         
54.0 .095

1 2 マイネプリンセス 栗 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 美浦 .108    　             
ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ･ﾗﾌｨｱﾝ
バトルプラン 牝2   

フレンドローズ △小林脩斗 冠名＋バラの花                                         
52.0 .057

2 3 ダイワノブレス 栗 南田美知雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .033    　             
原 弘之(新ひだか町) 0.0.0.0
横尾晴人
タリスマニック 牝2   

キタノチェロキー 武士沢友治 冠名＋母系の活躍馬の馬名より                                         
54.0 .053

2 4 ヒシシンエイ 鹿 粕谷昌央           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .052    　             
中山 高鹿康(新冠町) 0.0.0.0
北所直人
キンシャサノキセキ 牝2   

キーオブハート
野中悠太郎 心の鍵                                         
54.0 .057

3 5 キャントミス 青鹿 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Congrats) 美浦 .100    　             
橋本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
田頭勇貴
ダノンバラード 牝2   

エーデルシュタイン 菊沢一樹 宝石（独）                                         
54.0 .079

3 6 マダムアグライア 黒鹿 浅野洋一郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ケイムホーム) 美浦 .031    　             
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(浦河町) 0.0.0.0
田頭勇貴
ロゴタイプ 牝2   

オコジュ 岩部純二 ３時のおやつ（多摩の昔言葉）                                         
54.0 .023

4 7 マロンコート 鹿 中野栄治           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 美浦 .082    　             
荒井ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂ 牝2   

ヴゼットマシェリ 戸崎圭太 母名の一部＋愛しい人（仏）                                         
54.0 .291

4 8 ヴゼットジョリー 栗 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ローエングリン) 栗東 .168    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
シルバーステート 牝2   

クロスリーフ 福永祐一 ラテアートの種類である十字の木葉。母名
より連想

                                        
54.0 .270

5 9 ラテアート 鹿 池江泰寿           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 栗東 .260    　             
坂東牧場(平取町) 0.0.0.0
(有)ｷｬﾛｯﾄﾌｧｰﾑ
ノヴェリスト 牝2   

デルマウッチャリ 的場勇人 冠名＋うっちゃり                                         
54.0 .020

5 10 メロディアス 栗 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .018    　             
ﾌｧﾆｰﾋﾙﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
浅沼廣幸
ハーツクライ 牝2 替 22.07.31 2新潟2

エメイヴェイモン Mﾃﾞﾑｰﾛ 感嘆（仏） 新馬                                    
54.0 .263 取消 14頭15番 　

6 11 ルシュクル 芦 中竹和也  0 初 福永祐 54 　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 栗東 .148  1400m 芝A 良             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0 MMM 35.3-35.1
前田幸大 先逃先
ダイワメジャー 牝2   

ハーエクセレンシー 石橋脩 高官への敬称                                         
54.0 .149

6 12 ハーエミネンシー 鹿 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SuccessfulAppeal) 美浦 .068    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
ダノンバラード 牝2   

カリンパニ ▲原優介 エゾヤマザクラ（アイヌ語）                                         
51.0 .060

7 13 マイネノーブレス 鹿 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マヤノトップガン) 美浦 .130    　             
真歌田中牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ドレフォン 牝2   

オランジー 石川裕紀人 オレンジ色の                                         
54.0 .107

7 14 サトノオニキス 黒鹿 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .112    　             
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
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝2   

ユアフラッシュ 岩田康誠 あなたのひらめき。母名より連想                                         
54.0 .171

7 15 ユアメモリー 黒鹿 辻野泰之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .250    　             
追分ﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)G1ﾚｰｼﾝｸﾞ
キズナ 牝2   

ファームフレッシュ 伊藤工真 産地直送                                         
54.0 .138

8 16 フラガリア 黒鹿 金成貴史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 美浦 .102    　             
ﾀﾞｰﾚｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ
ジャスタウェイ 牝2   

ブルーブルースカイ 内田博幸 青い青い空                                         
54.0 .103

8 17 ガーデニア 黒鹿 村田一誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Galileo) 美浦 .061    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
浅田次郎
サトノクラウン 牝2   

ディアナバイオ 丸田恭介 ローマ神話の月の女神＋冠名                                         
54.0 .057

8 18 ハイレベルバイオ 黒鹿 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .108    　             
沖田牧場(日高町) 0.0.0.0
ﾊﾞｲｵ(株)

新潟芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2020.08.11～2022.08.10）
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  42   4   5   2  31 0.095 0.214
 2 モーリス  19   3   2   0  14 0.158 0.263
 3 ルーラーシップ  22   3   1   3  15 0.136 0.182
 4 アドマイヤムーン  15   3   1   1  10 0.200 0.267
 5 ドゥラメンテ  16   2   2   2  10 0.125 0.250

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）
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2022年8月13日（土）　3回新潟1日 6R メイクデビュー新潟 サラ系2歳 新馬 牝 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。


