
2022年1月30日（日）　1回東京2日 6R メイクデビュー東京

東京 6
  発 走

 13:00
6R メイクデビュー東京
サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢

1800m　芝・左
基　準 良　 1:50.9
タイム 重不 1:52.1

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：444 23  534 20  454 18  155 10
レースラップ傾向：MMM 15  SSM  7  SSH  6  MMH  4
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ロードカナロア 牡3   

オウケンマックイン ▲小林脩 冠名＋人名より                                         
53.0 .067

1 1 メロウメロディ 黒鹿 国枝栄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キャプテンスティーヴ) 美浦 .235    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
福井明
AmericanPharoah 牝3   

モズクレオパトラ 坂井瑠星 冠名＋人名より                                         
54.0 .226

1 2 オーデュボンパーク 栗 矢作芳人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(CandyRide) 栗東 .257    　             
森永 聡(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼｽﾃﾑ
シルバーステート 牡3   

ピアーステソーロ 秋山真一 人名より＋冠名                                         
56.0 .050

2 3 ジョウノアドバンス 鹿 加藤士津           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファルブラヴ) 美浦 .063    　             
ｳﾞｪﾙｻｲﾕﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ロードカナロア 牝3   

カナテープ 横山武史 父名より＋母名の一部                                         
54.0 .375

2 4 ティッカーテープ 鹿 堀宣行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(RoyalApplause) 美浦 .267    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
C.ﾌｨﾌﾟｹ
ロードカナロア 牝3   

ブラーバック Cﾙﾒｰﾙ カルバドスをジンジャーエールで割った
カクテル名。母名より連想

                                        
54.0 .383

3 5 ルージュバック 鹿 大竹正博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .250    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｷｬﾛｯﾄﾌｧｰﾑ
ロードカナロア 牝3   

ブリーザフレスカ 津村明秀 清々しい風（ポルトガル語）                                         
54.0 .000

3 6 レイナアラ 鹿 高野友和           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 栗東 .056    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
名古屋友豊(株)
オルフェーヴル せん3   

シャドウマッドネス 大野拓弥 冠名＋熱狂                                         
56.0 .155

4 7 バイナリーコード 栗 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .250    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
飯塚知一
ドレフォン 牡3   

ドリームビリーバー 横山和生 夢見る者                                         
56.0 .226

4 8 ヒーラ 鹿 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .000    　             
白井牧場(日高町) 0.0.0.0
平井裕
ジャスタウェイ 牝3   

クオーレドーロ △永野猛 黄金の心（伊）                                         
52.0 .170

5 9 ｷﾞｬﾋﾞｰｽﾞｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷﾞｬﾙ 鹿 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Medagliad'Oro) 美浦 .000    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
オルフェーヴル 牡3   

エコロガナドール 嶋田純次 冠名＋勝者（西）                                         
56.0 .067

5 10 ルアーズストリート 鹿 手塚貴久           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .294    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
原村正紀
ディープインパクト 牝3   

ダノンアマレット Mﾃﾞﾑｰﾛ 冠名＋果実酒名                                         
54.0 .259

6 11 ワイ 鹿 萩原清           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Galileo) 美浦 .125    　             
追分ﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)ﾀﾞﾉｯｸｽ
ダンカーク 牝3   

ニシノスピカ 野中悠太 冠名＋恒星の名前                                         
54.0 .000

6 12 ニシノリコルディ 芦 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .111    　             
ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟｰｸｽﾀﾂﾄﾞ(浦河町) 0.0.0.0
西山茂行
キタサンブラック 牝3   

ブライトオンベイス 北村宏司 ベースの輝き。流星の形より連想                                         
54.0 .178

7 13 コーディーライン 鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Miswaki) 栗東 .188    　             
岡田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
ドゥラメンテ 牝3   

タイセイエール 石川裕紀 冠名＋翼（仏）                                         
54.0 .150

7 14 ウイングザムーン 鹿 池上昌和           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .235    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
田中成奉
ハービンジャー 牡3   

アクロビンジャー 吉田豊 母名より＋父名より                                         
56.0 .081

8 15 アクロバットラン 鹿 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .000    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)吉澤ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
ディーマジェスティ 牡3   

ボニーマジェスティ 江田照男 母名の一部＋父名の一部                                         
56.0 .059

8 16 ボニーアクション 青鹿 奥村武           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(CatThief) 美浦 .154    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
嶋田賢

東京芝1800m種牡馬成績 （集計期間：2020.01.28～2022.01.27）
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 152  28  18  15  91 0.184 0.303
 2 ハーツクライ  90  12  10   6  62 0.133 0.244
 3 キングカメハメハ  55   8   6   4  37 0.145 0.255
 4 キズナ  43   7   4   6  26 0.163 0.256
 5 エピファネイア  51   4   4   5  38 0.078 0.157
 6 オルフェーヴル  39   4   4   4  27 0.103 0.205
 7 ノヴェリスト  29   4   2   1  22 0.138 0.207
 8 ドゥラメンテ  42   3   6   4  29 0.071 0.214
 9 ロードカナロア  58   3   6   4  45 0.052 0.155
10 リオンディーズ  15   3   3   2   7 0.200 0.400

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）

1 2 3 4 5 6 7 8
22 20 25 16 18 21 14 16

2022年1月30日（日）　1回東京2日 6R メイクデビュー東京 サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢 1800m　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。


