
2022年8月14日（日）　3回新潟2日 5R メイクデビュー新潟

新潟 5
  発 走

 12:35
5R メイクデビュー新潟
サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢

1800m　芝・左　外
基　準 良　 1:50.5
タイム 重不 

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 20  355 19  255 10  544 10
レースラップ傾向：MMM 19  MMS  2          
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サトノクラウン 牡2   

エイシンレジューム 和田竜二 冠名＋即座に休み前の作業状態に復帰さ
せる機能

                                        
54.0 .142

1 1 エーシンリターンズ 黒鹿 中尾秀正           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .212    　             
高野牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)栄進堂
ベストウォーリア 牝2   

フルーツサンド 江田照男 フルーツサンド                                         
54.0 .062

2 2 クレバーパルマ 栗 大江原哲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .063    　             
ｸﾘｱﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
田頭勇貴
ハーツクライ 牡2   

サスツルギ Cﾙﾒｰﾙ 強風が吹く雪面上に形成される模様                                         
54.0 .392

2 3 スノーパイン 鹿 木村哲也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Dalakhani) 美浦 .351    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｻﾝﾃﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ
ダイワメジャー 牝2   

イージーオンミー 内田博幸 お手柔らかに                                         
54.0 .103

3 4 ビービーバーレル 栗 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(パイロ) 美浦 .203    　             
坂東牧場(平取町) 0.0.0.0
(有)坂東牧場
キズナ 牡2   

ヒシルリアン 戸崎圭太 冠名＋絆（仏）                                         
54.0 .291

3 5 スカイフ 青鹿 宮田敬介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Siyouni) 美浦 .242    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
阿部雅英
サトノダイヤモンド 牡2   

タッケンイッキ 岩田望来 人名愛称＋一気に                                         
54.0 .223

4 6 ミリアグラシア 鹿 池江泰寿           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(FlashyBull) 栗東 .260    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
竹田寿
ビーチパトロール 牡2   

アサクサアダム 吉田豊 冠名＋人名より                                         
54.0 .094

4 7 エリモフローラ 黒鹿 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .065    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
櫻井素子
ダンカーク 牡2   

リネンマンボ ▲原優介 冠名＋音楽の一つ。躍動                                         
51.0 .060

5 8 ハタノメドゥーサ 芦 粕谷昌央           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .052    　             
ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ･ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
戸山光男
モーリス 牡2   

ニシノスナイパー 石川裕紀人 冠名＋狙撃手                                         
54.0 .107

5 9 ニシノマメユリ 青 手塚貴久           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .168    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
西山茂行
ダノンバラード 牡2   

ビルドラポール 柴田大知 信頼関係を築く。母名より連想。腕時計
を贈る意味合いから

                                        
54.0 .095

6 10 マイネモントル 青鹿 西田雄一郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マイネルラヴ) 美浦 .052    　             
荒井ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ルーラーシップ 牡2   

フルハウス 石橋脩 ポーカーの役の名                                         
54.0 .149

6 11 ツボミ 鹿 奥村武           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .188    　             
ﾚｲｸｳﾞｨﾗﾌｧｰﾑ(洞爺湖町) 0.0.0.0
石川達絵
Justify 牝2   

(外)トリプルループ 武豊 フィギュアスケートの演技名                                         
54.0 .264

7 12 Morena 鹿 森秀行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(PrivatelyHeld) 栗東 .166    　             
Mt. Brilliant Broodmares 0.0.0.0
松島一晃
ハービンジャー 牝2   

イゾレエオリア 菅原明良 イタリアのエオリア諸島                                         
54.0 .175

7 13 エオリアンハープ 栗 伊藤大士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .110    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田照哉
シルバーステート 牡2   

スーパーマン 柴田善臣 超人                                         
54.0 .059

8 14 アマノチェリーラン 青鹿 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(デザートキング) 美浦 .100    　             
丸村村下ﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
小菅誠
ゴールドシップ 牡2   

マイネルモーント Mﾃﾞﾑｰﾛ 冠名＋月（独）。母名より連想                                         
54.0 .263

8 15 ゲッカコウ 芦 高木登           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ロージズインメイ) 美浦 .199    　             
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

新潟芝1800m種牡馬成績 （集計期間：2020.08.12～2022.08.11）
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  74  10   5   7  52 0.135 0.203
 2 ハーツクライ  58   5   8   9  36 0.086 0.224
 3 ルーラーシップ  45   4   4   5  32 0.089 0.178
 4 キズナ  22   4   4   1  13 0.182 0.364
 5 エピファネイア  44   4   2   6  32 0.091 0.136
 6 モーリス  17   4   0   1  12 0.235 0.235
 7 ドゥラメンテ  34   3   7   6  18 0.088 0.294
 8 ロードカナロア  31   3   3   0  25 0.097 0.194
 9 ハービンジャー  33   3   2   3  25 0.091 0.152
10 オルフェーヴル  26   2   0   2  22 0.077 0.077
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2022年8月14日（日）　3回新潟2日 5R メイクデビュー新潟 サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢 1800m　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。


