
2022年1月30日（日）　1回中京10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  馬齢

2000m　芝・左
基　準 良　 2:04.5
タイム 重不 2:06.8

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 27  444 21  544 18  355 11
レースラップ傾向：MMM  8  SSM  5  MSH  4  SMH  3
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ドゥラメンテ 牡3   

スモア 幸英明 米国、加国で人気の伝統的な菓子名。母
名より連想

                                        
56.0 .116

1 1 ギモーヴ 鹿 高野友和           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 栗東 .056    　             
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
ハーツクライ 牝3   

ホーリーウェル 藤岡佑介 聖なる泉。母の生産国より連想                                         
54.0 .318

1 2 エスユーエフシー 栗 藤原英昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Alzao) 栗東 .316    　             
追分ﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)G1ﾚｰｼﾝｸﾞ
ルーラーシップ 牝3   

メイショウカミヨシ 富田暁 冠名＋神吉日より                                         
54.0 .140

2 3 メイショウオウヒ 黒鹿 四位洋文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 栗東 .100    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
ハービンジャー 牡3   

アスクビギンアゲン 川須栄彦 冠名＋始動＋再び                                         
56.0 .087

2 4 ディープインアスク 鹿 梅田智之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .067    　             
ASK STUD(平取町) 0.0.0.0
廣崎利洋
トーセンラー 牡3   

ララアンセストラル 和田竜二 冠名＋先祖代々の（仏）                                         
56.0 .125

3 5 ジュエルボックス２ 栗 松下武士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Pivotal) 栗東 .250    　             
ﾋﾀﾞｶﾌｱｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
ﾌｼﾞｲ興産(株)
ルーラーシップ 牡3   

ジュンコメタ ☆亀田温 冠名＋彗星（西）                                         
55.0 .061

3 6 ディミータ 鹿 森秀行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 栗東 .111    　             
追分ﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
河合純二
キタサンブラック 牝3   

ダノンソフィア 団野大成 冠名＋英知、優れた知恵（ギリシャ語）                                         
54.0 .131

4 7 ショウリュウムーン 鹿 佐々木晶           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .125    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)ﾀﾞﾉｯｸｽ
キタサンブラック 牡3   

ブラックブロッサム 松山弘平 黒い花。父名と母名より連想                                         
56.0 .207

4 8 ポーレン 青 斉藤崇史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Orpen) 栗東 .111    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
(有)ｼﾙｸﾚｰｼﾝｸﾞ
アドマイヤムーン 牡3   

テイエムヒットマン ▲服部寿 冠名＋仕事人                                         
53.0 .250

5 9 テイエムプリキュア 鹿 五十嵐忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(パラダイスクリーク) 栗東 .053    　             
ﾀﾆｸﾞﾁ牧場(新冠町) 0.0.0.0
竹園正繼
ルーラーシップ 牡3   

タッケンアイ 荻野極 馬主愛称より＋瞳                                         
56.0 .077

5 10 リボンフラワー 芦 池江泰寿           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .280    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
竹田寿
シルバーステート 牡3   

ファインバーグ 池添謙一 人名より                                         
56.0 .170

6 11 アースウィンド 青鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープスカイ) 栗東 .188    　             
白井牧場(日高町) 0.0.0.0
林正道
エピファネイア 牡3   

テイエムライコオ 松田大作 冠名＋雷光王                                         
56.0 .053

6 12 ニシノフェイム 鹿 武英智           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .174    　             
本桐牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
竹園正繼
オルフェーヴル 牡3   

マテンロウルーチェ 横山典弘 摩天楼＋輝き、光（伊）                                         
56.0 .293

7 13 ニシノシュクラン 鹿 昆貢           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Pulpit) 栗東 .231    　             
村上 欽哉(新冠町) 0.0.0.0
寺田千代乃
キタサンブラック 牝3   

セットリスト ★古川奈 コンサートの曲順を書いた文書                                         
50.0 .231

7 14 セットプレイ 黒鹿 矢作芳人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(VanNistelrooy) 栗東 .257    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
DMMﾄﾞﾘｰﾑｸﾗﾌﾞ(株)
ハービンジャー 牝3   

ベルジェンヌ ★永島ま 美しい（仏）＋パリジェンヌ（パリの女
性）より

                                        
50.0 .000

7 15 ショウサンミーベル 鹿 高橋康之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 栗東 .000    　             
ﾓﾘﾅｶﾞﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
福盛訓之
ブラックタイド 牝3   

レディーシス 小崎綾也 女性＋フィンランドに伝わる精神                                         
54.0 .063

8 16 セレブデート 鹿 小崎憲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .125    　             
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
谷和光彦
ハーツクライ 牡3   

フォールロワ 田辺裕信 強くたくましい王（仏）。母名より連想                                         
56.0 .154

8 17 シェリレーヌ 栗 四位洋文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Mineshaft) 栗東 .100    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
ドゥラメンテ 牡3   

ウインバリオス 国分優作 冠名＋英雄アキレウスの戦車を引いた不死
の馬

                                        
56.0 .040

8 18 ウインアキレア 鹿 加用正           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(コンデュイット) 栗東 .105    　             
ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｳｲﾝ

中京芝2000m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 147  27  20  15  85 0.184 0.320
 2 ハービンジャー  69   9   2   8  50 0.130 0.159
 3 ハーツクライ 114   7  10   4  93 0.061 0.149
 4 キングカメハメハ  64   7   5  12  40 0.109 0.188
 5 キズナ  60   7   3   5  45 0.117 0.167
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2022年1月30日（日）　1回中京10日 6R メイクデビュー中京 サラ系3歳 新馬  馬齢 2000m　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。


