
2022年8月17日 門別 5R ＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳新馬

門別 5
  発 走

 16:25
5R ＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳新馬

サラブレッド系　2歳 定量

1000m　ダート・右　
基　準 良　 1:00.4
タイム 重不 1:00.0

賞金：220、61.6、46.2、30.8、15.4万円

勝利馬展開係数　：534 1282  544 230  435 113  455 105
レースラップ傾向：MSS 186  MMM 151  SSS 99  HMM 81
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エイシンヒカリ 牝2   

エイシンメイラード 亀井洋　 冠名＋メイラード反応より                                         
54.0 .138

1 1 エイシンイソップ 鹿 沼澤英　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 北海道.095    　             
山田昇史 0.0.0.0
平井克彦 0.0.0.0
ダンカーク 牝2   

グレースエンブレム 桑村真　 優雅な象徴                                         
54.0 .320

2 2 オーファメイ 栗 小国博　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 北海道.238    　             
ｶﾀｵｶｽﾃｰﾌﾞﾙ 0.0.0.0
田村孝仁 0.0.0.0
パイロ 牡2   

アーティスティック 服部茂　 芸術的な                                         
54.0 .291

3 3 ロアジス 黒鹿 田中淳　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Medaglia d'Oro) 北海道.408    　             
上水牧場 0.0.0.0
犬塚悠治郎 0.0.0.0
ダンカーク 牝2   

ライトギフト 高野誠　 冠名＋贈り物。光の贈り物                                         
54.0 .011

4 4 ダノンサイクロン 芦 佐久雅　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 北海道.255    　             
ｽﾄｰﾑﾌｧｰﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 0.0.0.0
村山光弘 0.0.0.0
レーヴミストラル 牝2   

ハナレタクナイ 五十冬　 離れたくない。本馬の幼少時の様子から                                         
54.0 .284

5 5 ヒシアリアケ 青鹿 川島洋　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 北海道.250    　             
若林順一 0.0.0.0
若林武雄 0.0.0.0
メイショウボーラー 牝2   

トキノマイ 山本咲　 朱鷺の舞。トキの羽ばたく様子                                         
54.0 .164

6 6 ミューズマジック 黒鹿 佐々国　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ) 北海道.177    　             
大典牧場 0.0.0.0
大典牧場(有) 0.0.0.0
スズカコーズウェイ 牡2   

フォルベルウェイ 落合玄　 冠名＋母名の一部＋父名より                                         
54.0 .292

6 7 リバティーベル 鹿 桧森邦　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アサティス) 北海道.204    　             
ﾌｧｰﾐﾝｸﾞﾔﾅｷﾀ 0.0.0.0
八嶋長久 0.0.0.0
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牝2   

キャンアイシング 小野楓　 曲名より                                         
54.0 .219

7 8 カクテルラウンジ 栗 小野望　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 北海道.281    　             
ﾊｸﾂ牧場 0.0.0.0
村田紀次 0.0.0.0
トゥザワールド 牡2   

ダブルシックス 松井伸　 ６気筒エンジンが２つ。１２気筒                                         
54.0 .169

7 9 グレースシャンティ 鹿 堂山芳　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダノンシャンティ) 北海道.280    　             
藤本直弘 0.0.0.0
藤本直弘 0.0.0.0
シルバーステート 牝2   

ラヴァルス 阿部龍　 楽曲名                                         
54.0 .303

8 10 クロスウォーター２ 黒鹿 角川秀　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Storm Cat) 北海道.338    　             
須崎牧場 0.0.0.0
(有)須崎牧場 0.0.0.0
カフェラピード 牝2   

ヴェールダンス 石川倭　 カクテル名。４月１６日の誕生日カクテ
ル

                                        
54.0 .342

8 11 アサクサヴェール 鹿 米川昇　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 北海道.208    　             
三石橋本牧場 0.0.0.0
西村健作 0.0.0.0

門別ダート1000m種牡馬成績 （集計期間：2020.08.15～2022.08.14）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 コパノリッキー  88  19  10  11  48 0.216 0.330
 2 ヘニーヒューズ  60  15   8   8  29 0.250 0.383
 3 シニスターミニスター  53  15   7   4  27 0.283 0.415
 4 エスポワールシチー  85  14  14  13  44 0.165 0.329
 5 ミッキーアイル  51  14   9   6  22 0.275 0.451
 6 トゥザワールド 108  13  15  14  66 0.120 0.259
 7 サウスヴィグラス  65  12  10   7  36 0.185 0.338
 8 メイショウボーラー 148  11   9  16 112 0.074 0.135
 9 ダノンレジェンド  79  11   6  11  51 0.139 0.215
10 ドゥラメンテ  49  11   6   8  24 0.224 0.347
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2022年8月17日 門別 5R ＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳新馬 サラブレッド系　2歳 定量 1000m　ダート・右　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。


