
2022年1月29日（土）　1回東京1日 2R メイクデビュー東京

東京 2
  発 走

 10:35
2R メイクデビュー東京
サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢

1400m　ダート・左
基　準 良　 1:26.7
タイム 重不 1:25.8

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：454 10  255 10  534 10  354 10
レースラップ傾向：MMM 17  SSM  6  SMM  5  MSM  4
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スピルバーグ 牡3   

カペラスター △永野猛 ぎょしゃ座α星                                         
54.0 .170

1 1 ヴイプラド 鹿 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ElPrado) 美浦 .167    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
永見貴昭
マクフィ 牝3   

ジェイエルエース 野中悠太 冠名＋エース、切り札、船名より                                         
54.0 .000

1 2 ホウライビクトリア 栗 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(コロナドズクエスト) 美浦 .143    　             
ﾅｶﾉﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
橋元幸人
キズナ 牝3   

ヌマ 吉田豊 沼                                         
54.0 .081

2 3 クローバーナイト 黒鹿 尾関知人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Henrythenavigator) 美浦 .214    　             
新冠橋本牧場(新冠町) 0.0.0.0
由井健太郎
ラニ 牡3   

タイガーキャット △山田敬 アメリカ軍用機名                                         
54.0 .050

2 4 ルーチェデルソーレ 芦 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メイショウボーラー) 美浦 .111    　             
村本牧場(新冠町) 0.0.0.0
山本茂
エスポワールシチー 牡3   

ゴールドジャッジ 丸田恭介 冠名＋裁く                                         
56.0 .000

3 5 ゴールドジャパン 栗 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スターリングローズ) 美浦 .056    　             
北勝ﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
居城寿与
ザファクター 牝3   

クールローズサクラ 津村明秀 冠名＋バラ＋桜                                         
54.0 .000

3 6 クールホタルビ 鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マツリダゴッホ) 美浦 .353    　             
久井牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
川上哲司
ダンカーク 牡3   

キョウエイカーク 木幡初也 冠名＋父名より                                         
56.0 .000

4 7 ノアウイニング 芦 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｸﾘﾌﾟﾃｨｯｸﾗｽｶﾙ) 美浦 .077    　             
春木ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
田中晴夫
バゴ 牡3   

フレンドキャット 松岡正海 冠名＋キャット                                         
56.0 .118

4 8 アイズユーニン 栗 南田美知           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .000    　             
高橋 正三(池田町) 0.0.0.0
横尾晴人
シニスターミニスター 牡3   

ビクロイ 菅原隆一 Ｖｉｃｔｏｒｙ Ｒｏｙａｌの略                                         
56.0 .000

5 9 ネオベローナ 青鹿 鈴木慎太           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(グラスワンダー) 美浦 .000    　             
高橋ﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
山口裕介
リアルインパクト 牝3   

エターナルパール ☆木幡育 母名の一部＋真珠                                         
53.0 .000

5 10 エターナルムーン 青鹿 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マイネルラヴ) 美浦 .063    　             
ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
鈴木芳夫
ドレフォン 牡3   

グリーンダイヤル 丸山元気 グリーンの時計の文字盤                                         
56.0 .105

6 11 ジョンブドール 黒鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 美浦 .167    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
吉田和美
ロードカナロア 牡3   

ローヴェロ Cﾙﾒｰﾙ イタリアの地名                                         
56.0 .383

6 12 セイクリッドサイト 鹿 加藤征弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(FastnetRock) 美浦 .235    　             
ｱｽﾗﾝ(苫小牧市) 0.0.0.0
C.ﾁｪﾝ
アジアエクスプレス 牡3   

レガーロフェリス 柴田大知 幸せな贈り物（西）。母名より連想                                         
56.0 .073

7 13 ギフトオブザラック 鹿 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .167    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
シビルウォー 牡3   

アイファーロブスト 大庭和弥 冠名＋たくましい（伊）                                         
56.0 .250

7 14 アイファーイービス 黒鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブラックタキシード) 美浦 .000    　             
加野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
中島稔
マクフィ 牝3   

ビルボードライブ 嶋田純次 看板＋生演奏                                         
54.0 .067

8 15 ルリビタキ 鹿 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(デュランダル) 美浦 .000    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
安原浩司
ジョーカプチーノ 牡3   

ヒノデミッチー 北村宏司 日の出＋人名愛称                                         
56.0 .178

8 16 ロバーブ 栗 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(DubaiDestination) 美浦 .250    　             
木田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
茂木道和

東京ダート1400m種牡馬成績 （集計期間：2020.01.27～2022.01.26）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ヘニーヒューズ 136  15  15  15  91 0.110 0.221
 2 シニスターミニスター  88  12  10   7  59 0.136 0.250
 3 ロードカナロア  69   8   3   6  52 0.116 0.159
 4 キンシャサノキセキ  90   7   5   5  73 0.078 0.133
 5 クロフネ  49   5   3   4  37 0.102 0.163
 6 スズカコーズウェイ  41   5   2   4  30 0.122 0.171
 7 ルーラーシップ  28   5   2   3  18 0.179 0.250
 8 サウスヴィグラス  75   4  10   8  53 0.053 0.187
 9 キングカメハメハ  43   4   5   3  31 0.093 0.209
10 Speightstown  12   4   2   1   5 0.333 0.500
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2022年1月29日（土）　1回東京1日 2R メイクデビュー東京 サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢 1400m　ダート・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。


