
2022年12月3日（土）　6回阪神1日 5R メイクデビュー阪神

阪神 5
  発 走

 12:25
5R メイクデビュー阪神
サラ系2歳 新馬  馬齢

1800m　ダート・右
基　準 良　 1:55.6
タイム 重不 1:53.8

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 15  544  3  454  2  455  2
レースラップ傾向：SMM  9  MSM  5  MMM  4  SSM  4
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コパノリッキー 牡2   

ジェネロジテ 古川吉洋 寛大（仏）                                         
55.0 .112

1 1 ワイズアンサー 栗 大根田裕之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サウスヴィグラス) 栗東 .126    　             
ｶﾀｵｶﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
宮川純造
ドゥラメンテ 牡2   

インテンソ Rﾑｰｱ 計り知れない（伊）。父名より連想                                         
55.0 .417

2 2 ミスセレンディピティ 青鹿 松永幹夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(NotForSale) 栗東 .219    　             
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
レッドファルクス 牡2   

クリノランボー 城戸義政 冠名＋人名より。たくましい男                                         
55.0 .066

3 3 レオティアラ 黒鹿 荒川義之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マリエンバード) 栗東 .078    　             
王蔵牧場(浦河町) 0.0.0.0
栗本博晴
シャンハイボビー 牡2   

タマモソリスト 国分優作 冠名＋独奏者（仏）                                         
55.0 .078

4 4 チャームドリーム 黒鹿 大橋勇樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 栗東 .132    　             
守矢牧場(新冠町) 0.0.0.0
ﾀﾏﾓ(株)
ドレフォン 牡2   

リュクスドレフォン 和田竜二 冠名＋父名                                         
55.0 .144

5 5 リュクスメジャー 鹿 平田修           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 栗東 .134    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
田畑憲士
トランセンド 牡2   

コンドリュール Cﾙﾒｰﾙ 隕石の粒子。惑星の形成に重要な役割を
果たしていたとされる

                                        
55.0 .353

5 6 イコールパートナー 鹿 安田翔伍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(カリズマティック) 栗東 .216    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
ホッコータルマエ 牡2   

メイショウホウセン 武豊 冠名＋宝船                                         
55.0 .259

6 7 プラッキーエリーナ 鹿 千田輝彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マヤノトップガン) 栗東 .127    　             
中脇 一幸(様似町) 0.0.0.0
松本好雄
シニスターミニスター 牡2   

ワンライトスター 吉田隼人 一＋光＋星。人名と父名より連想                                         
55.0 .210

6 8 ラピッドガール 黒鹿 茶木太樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SeekingtheGold) 栗東 .155    　             
ｽｳｨﾝｸﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ牧場(日高町) 0.0.0.0
宮本育也
ホッコータルマエ 牡2   

ブリリオ 藤岡佑介 輝く（伊）                                         
55.0 .191

7 9 スパークルキャット 青鹿 野中賢二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 栗東 .207    　             
中島牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
タリスマニック 牡2   

ショーケン 坂井瑠星 人名より                                         
55.0 .237

7 10 ニシノフェミニン 黒鹿 鮫島一歩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .135    　             
岡田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
安原浩司
ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰ 牡2   

イエスウィズキャン 太宰啓介 イエス＋できる。為せば成る                                         
55.0 .072

8 11 ジュエルメッセージ 鹿 松永昌博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 栗東 .150    　             
三石橋本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
吉岡泰治
イスラボニータ 牡2   

フルングニル 川田将雅 北欧神話に登場する巨人の名                                         
55.0 .441

8 12 ターフドンナ 青鹿 杉山晴紀           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Doyen) 栗東 .214    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ

阪神ダート1800m種牡馬成績 （集計期間：2020.12.01～2022.11.30）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ルーラーシップ 186  17  15  18 136 0.091 0.172
 2 キズナ 142  14  19  15  94 0.099 0.232
 3 シニスターミニスター  81  13  11   4  53 0.160 0.296
 4 ドレフォン  68  12   6   6  44 0.176 0.265
 5 マジェスティックウォリアー  98  10  12   6  70 0.102 0.224
 6 ホッコータルマエ  98  10   5   5  78 0.102 0.153
 7 ジャスタウェイ  83   9   4   6  64 0.108 0.157
 8 ドゥラメンテ  85   8  11  10  56 0.094 0.224
 9 ハーツクライ  62   8   6   2  46 0.129 0.226
10 ロードカナロア  94   7   7   7  73 0.074 0.149
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2022年12月3日（土）　6回阪神1日 5R メイクデビュー阪神 サラ系2歳 新馬  馬齢 1800m　ダート・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。


