
2022年1月23日（日）　1回中京8日 6R メイクデビュー中京

中京 6
  発 走

 12:50
6R メイクデビュー中京
サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢

1600m　芝・左
基　準 良　 1:37.4
タイム 重不 1:39.1

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：544 18  545 10  454 10  534  7
レースラップ傾向：MMM 18  MMS  2  SSH  2  SSM  2
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DarkAngel 牡3   

(外)マッドクール 池添謙一 マドリードで毎年夏に開催される音楽フ
ェスティバル

                                        
56.0 .129

1 1 MadAboutYou 芦 池添学           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(IndianRidge) 栗東 .471    　             
Moyglare Stud Farm Ltd 0.0.0.0
(有)ｻﾝﾃﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ
アジアエクスプレス せん3   

ワンダーブレット 丸山元気 冠名＋弾丸                                         
56.0 .107

1 2 フジインザスカイ 鹿 笹田和秀           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープスカイ) 栗東 .182    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
山本能行
キズナ 牡3   

フェードス 幸英明 同盟（ラテン語）                                         
56.0 .143

2 3 ロジウエスト 青鹿 石橋守           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ケイムホーム) 栗東 .167    　             
ｵﾘｴﾝﾄ牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
モーリス 牡3   

オースミミライ 川須栄彦 冠名＋未来                                         
56.0 .077

2 4 オースミコスモ 栗 中尾秀正           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 栗東 .100    　             
広富牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)ｵｰｽﾐ
ワールドエース 牡3   

アパショナード 松田大作 情熱の男（西）                                         
56.0 .000

3 5 ジョリーザスターズ 黒鹿 千田輝彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SeaTheStars) 栗東 .167    　             
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(浦河町) 0.0.0.0
大塚亮一
モーリス 牡3   

メイショウソラフネ 団野大成 冠名＋宙船                                         
56.0 .116

3 6 メイショウデイム 黒鹿 石橋守           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 栗東 .167    　             
太陽牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
ディープインパクト 牝3   

サトノリーベ 岩田望来 冠名＋愛（独）                                         
54.0 .200

4 7 スウィーティーガール 鹿 藤原英昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StarDabbler) 栗東 .429    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)ｻﾄﾐﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ
ロードカナロア 牝3   

ピラティス 柴山雄一 人名より                                         
54.0 .143

4 8 クラリスピンク 鹿 松永幹夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 栗東 .235    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
寺田寿男
キングカメハメハ 牡3   

スマートラプター 武豊 冠名＋鷹などの猛禽類                                         
56.0 .200

5 9 ショウナンアクト 黒鹿 西園正都           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 栗東 .125    　             
桑田牧場(浦河町) 0.0.0.0
大川徹
イスラボニータ 牡3   

バルタザール 和田竜二 新約聖書に登場する東方の三賢者の名                                         
56.0 .122

5 10 フィンランディア 鹿 茶木太樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Singspiel) 栗東 .231    　             
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(浦河町) 0.0.0.0
(株)LEVELｰK
ストロングリターン 牡3   

テイエムウイン 鮫島良太 冠名＋母名の一部                                         
56.0 .000

6 11 ウインルキア 青鹿 飯田雄三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .167    　             
ｵﾘｵﾝﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
竹園正繼
キタサンブラック 牝3   

キタサンシュガー 坂井瑠星 冠名＋父母名の一部                                         
54.0 .209

6 12 リップスポイズン 鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Mamool) 栗東 .130    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)大野商事
ハービンジャー 牝3   

ウォーターパンドラ 酒井学 冠名＋神からすべての贈り物を与えられ
たギリシャ神話の女性

                                        
54.0 .043

7 13 プリンセスキナウ 鹿 石橋守           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .167    　             
佐竹 学(新ひだか町) 0.0.0.0
山岡正人
ハーツクライ 牝3   

アールフォルス 松山弘平 人名より                                         
54.0 .250

7 14 レイカーラ 鹿 橋口慎介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .556    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
桑畑隆信
ドゥラメンテ 牝3   

ディーズルージュ 菱田裕二 冠名＋赤色（仏）。母名、母母名より連
想

                                        
54.0 .150

8 15 ミカルベウス 芦 岡田稲男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ) 栗東 .071    　             
野坂牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
秋谷壽之
ロードカナロア 牝3   

オマツサマ Mﾃﾞﾑｰﾛ 人名より＋敬称                                         
54.0 .282

8 16 カタマチボタン 黒鹿 藤岡健一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 栗東 .125    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
諸江幸祐

中京芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2020.01.21～2022.01.20）
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  82  12   3  11  56 0.146 0.183
 2 エピファネイア  57  10  11   4  32 0.175 0.368
 3 ディープインパクト  91   7   8   8  68 0.077 0.165
 4 モーリス  41   6   7   3  25 0.146 0.317
 5 ハーツクライ  43   6   1   4  32 0.140 0.163
 6 キングカメハメハ  28   5   5   2  16 0.179 0.357
 7 ダイワメジャー  48   4   4   8  32 0.083 0.167
 8 エイシンフラッシュ  27   4   0   2  21 0.148 0.148
 9 キズナ  47   3   3   7  34 0.064 0.128
10 ディスクリートキャット   3   3   0   0   0 1.000 1.000
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2022年1月23日（日）　1回中京8日 6R メイクデビュー中京 サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢 1600m　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。


