
2022年8月13日（土）　4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 （混合） 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 87  544 31  444 26  354 19
レースラップ傾向：SSM 12  MMM 12  SSS  9  MMS  5
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ダンカーク 牝2   

シュガープラム
★永島まなみ 金平糖の妖精より                                         
50.0 .059

1 1 ハニーハント 栗 高橋康之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンドスウィープ) 栗東 .111    　             
中山 高鹿康(新冠町) 0.0.0.0
大田恭充
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝2   

ヨシノレジェンド 富田暁 冠名＋伝説。母名より連想。レジェンド
の馬になるように

                                        
54.0 .148

2 2 アムールレジェンド 栗 吉田直弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .121    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
清水義徳
ビッグアーサー 牡2   

パーペチュアル 岩田望来 永遠に続く、不朽の、恒久の                                         
54.0 .223

3 3 エクロジオン 鹿 宮本博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 栗東 .177    　             
平山牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
サトノクラウン 牝2   

ニホンピロパークス ▲服部寿希 冠名＋平和（ラテン語）                                         
51.0 .052

3 4 ニホンピロシェリー 鹿 服部利之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤベガ) 栗東 .077    　             
佐竹 学(新ひだか町) 0.0.0.0
小林英一
レッドファルクス 牡2   

ホワイトキャンバス
★今村聖奈 白いキャンバス。絵になる馬になるよう

に
                                        

50.0 .155
4 5 ｵｰﾙｱｲｷｬﾝｾｲｲｽﾞﾜｳ 芦 小林真也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　

(StreetCry) 栗東 .104    　             
ﾊﾟｶﾊﾟｶﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾌｸｷﾀﾙ
ダノンレジェンド 牡2   

イナウィンク Cﾎｰ 瞬く間に                                         
54.0 .136

4 6 ウインク 鹿 新谷功一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ミラクルアドマイヤ) 栗東 .199    　             
鮫川ﾌｱｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
岡田牧雄
イスラボニータ 牡2   

フレッチャネーラ 高倉稜 黒い矢（伊）                                         
54.0 .081

5 7 トップチョイス 青鹿 荒川義之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Cryptoclearance) 栗東 .091    　             
ﾜｰﾙﾄﾞﾌｧｰﾑ(青森県) 0.0.0.0
野田政義
ルーラーシップ 牡2   

パガファンタス ▲角田大河 想わせぶりな人（西）                                         
51.0 .112

5 8 ブライトエピローグ 鹿 角田晃一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 栗東 .173    　             
ﾊｼﾓﾄﾌｱｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)前川企画
ｱﾒﾘｶﾝﾍﾟｲﾄﾘｵｯﾄ 牡2   

ニシノコウダイ 幸英明 冠名＋人名より                                         
54.0 .151

6 9 セイウンエブリー 黒鹿 長谷川浩大           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ルーラーシップ) 栗東 .185    　             
中山 高鹿康(新冠町) 0.0.0.0
西山茂行
ミッキーアイル 牡2   

バールデュヴァン 西村淳也 ワインバー（仏）。母名の一部と母父名
より連想

                                        
54.0 .189

6 10 ジェラテリアバール 鹿 浜田多実雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 栗東 .086    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(株)ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ
ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂ 牡2   

スリーディプテー 藤岡康太 冠名＋父父父名より                                         
54.0 .192

7 11 プリモタイム 鹿 高橋義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 栗東 .110    　             
上水牧場(むかわ町) 0.0.0.0
永井商事(株)
サトノクラウン 牝2   

メイショウコギク 和田竜二 冠名＋小菊                                         
54.0 .142

7 12 メイショウミソラ 黒鹿 南井克巳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 栗東 .117    　             
富田牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
シャンハイボビー 牡2   

ゼンノエヴェック 田中勝春 冠名＋司教（仏）                                         
54.0 .109

8 13 ウインマリアベール 鹿 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .102    　             
村上 欽哉(新冠町) 0.0.0.0
大迫久美子
マクフィ 牡2   

ミュラー △松本大輝 ドイツ語圏の姓                                         
52.0 .123

8 14 マサノマリリン 栗 新谷功一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .199    　             
中田 浩美(新ひだか町) 0.0.0.0
ｻｲﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(合)

小倉芝1200m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 225  28  20  15 162 0.124 0.213
 2 ダイワメジャー 133  13  10   9 101 0.098 0.173
 3 ミッキーアイル  57   9   5   3  40 0.158 0.246
 4 エイシンフラッシュ  36   7   1   1  27 0.194 0.222
 5 キズナ  63   5   2   5  51 0.079 0.111
 6 モーリス  61   4   8   4  45 0.066 0.197
 7 ルーラーシップ  60   4   4   8  44 0.067 0.133
 8 ヴィクトワールピサ  40   4   3   1  32 0.100 0.175
 9 ディープインパクト  56   4   2   3  47 0.071 0.107
10 エイシンヒカリ  19   4   2   1  12 0.211 0.316

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）
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2022年8月13日（土）　4回小倉1日 5R メイクデビュー小倉 サラ系2歳 新馬 （混合） 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。


