
2022年1月29日（土）　1回東京1日 6R メイクデビュー東京

東京 6
  発 走

 12:55
6R メイクデビュー東京
サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢

1600m　芝・左
基　準 良　 1:36.9
タイム 重不 1:38.6

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：255 20  155 19  444 14  544 13
レースラップ傾向：MMM 19  MSM 10  SSH  9  SSM  8
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ハービンジャー 牝3   

ブルーグラスソング 田辺裕信 楽曲のジャンル＋歌                                         
54.0 .154

1 1 サウンドオブハート 黒鹿 大竹正博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .250    　             
ﾀｲﾍｲ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾀｲﾍｲ牧場
レッドスパーダ 牝3   

ランビリズマ 柴田大知 煌き（ギリシャ語）。母名より連想                                         
54.0 .073

1 2 ケイアイリヒト 鹿 加藤士津           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(コマンダーインチーフ) 美浦 .063    　             
福岡 駿弥(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
シルバーステート 牡3   

アルゲンテウス 武豊 銀白色（ラテン語）。父名、母名より連
想

                                        
56.0 .271

2 3 ラダームブランシェ 芦 小島茂之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(チチカステナンゴ) 美浦 .231    　             
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
ルーラーシップ 牝3   

ルージュノブレス 戸崎圭太 冠名＋高潔（仏）。母名より連想                                         
54.0 .186

2 4 レッドマジュール 鹿 手塚貴久           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .294    　             
杵臼牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)東京ﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ
マクフィ 牡3   

サトノタケル 松岡正海 冠名＋人名より                                         
56.0 .118

3 5 ハッピージュエル 鹿 田中剛           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(リンカーン) 美浦 .200    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)ｻﾄﾐﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ
ドリームジャーニー 牡3   

テイエムジャーニー 菅原隆一 冠名＋父名の一部                                         
56.0 .000

3 6 マダムメガミ 青鹿 石栗龍彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マヤノトップガン) 美浦 .000    　             
及川 ﾐﾂ子(新ひだか町) 0.0.0.0
竹園正繼
マクフィ 牝3   

インサニティ 岩田康誠 狂気                                         
54.0 .233

4 7 エカポールパンダ 鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .167    　             
三木田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
石瀬浩三
マクフィ 牡3   

ナスノアイゲツ 菊沢一樹 冠名＋曖昧な月（朧月より連想）                                         
56.0 .130

4 8 ナスノフィオナ 栗 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ホワイトマズル) 美浦 .353    　             
新井 昭二(日高町) 0.0.0.0
那須野牧場
ストロングリターン 牡3   

ウインオリハルコン 石川裕紀 冠名＋アトランティスに存在したという
伝説の金属

                                        
56.0 .150

5 9 ウインオリアート 鹿 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 美浦 .176    　             
ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｳｲﾝ
ロードカナロア 牝3   

アーストラベル △永野猛 地球は進む                                         
52.0 .170

5 10 ベルフィオーレ 鹿 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .250    　             
ｹｲｱｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
中村智幸
Kitten'sJoy 牡3   

(外)カナラクリーク 横山武史 アメリカのザイオン国立公園に存在する
小川

                                        
56.0 .375

6 11 Wilson'sCreek 栗 手塚貴久           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Bernardini) 美浦 .294    　             
William B. Harrigan & Mi 0.0.0.0
ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ
ヴィクトワールピサ 牝3   

ムーランマグノリア 武士沢友 木蓮。花言葉は「自然への愛」                                         
54.0 .083

6 12 ジルニーナ 鹿 鈴木慎太           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(オジジアン) 美浦 .000    　             
田中ｽﾀｯﾄﾞ(浦河町) 0.0.0.0
楠本勝美
グランプリボス 牝3   

アルマラウラ 吉田豊 冠名＋月桂樹より                                         
54.0 .081

7 13 アルマクロア 鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(バンブーエール) 美浦 .167    　             
小島牧場(浦河町) 0.0.0.0
ｺｳﾄﾐｯｸﾚｰｼﾝｸﾞ
ミッキーアイル 牝3   

マリノヴィーナス 木幡初也 冠名＋母母名の一部、女神                                         
54.0 .000

7 14 ユキノマーガレット 鹿 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .077    　             
ｸﾗｳﾝ日高牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)ｸﾗｳﾝ
ルーラーシップ 牝3   

クロシュ 丸田恭介 鐘（仏）                                         
54.0 .000

8 15 セレナビアンカ 鹿 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 美浦 .063    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
島川利子
ロードカナロア 牡3   

トシギャングスター 丸山元気 馬主名より＋ギャングスター                                         
56.0 .105

8 16 オールプリュネル 鹿 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 美浦 .071    　             
前川 勝春(新ひだか町) 0.0.0.0
田畑利彦

東京芝1600m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 ディープインパクト 179  32  13  16 118 0.179 0.251
 2 エピファネイア  71   9   6   8  48 0.127 0.211
 3 ロードカナロア  90   5  11   6  68 0.056 0.178
 4 ドゥラメンテ  49   5   8   3  33 0.102 0.265
 5 モーリス  52   5   8   3  36 0.096 0.250
 6 スクリーンヒーロー  46   5   7   7  27 0.109 0.261
 7 ルーラーシップ  59   5   4   6  44 0.085 0.153
 8 キングカメハメハ  50   4   8   5  33 0.080 0.240
 9 ハーツクライ  57   4   6   8  39 0.070 0.175
10 リアルインパクト  34   4   5   4  21 0.118 0.265

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）
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2022年1月29日（土）　1回東京1日 6R メイクデビュー東京 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。


