
2022年1月30日（日）　1回小倉6日 5R メイクデビュー小倉

小倉 5
  発 走

 12:10
5R メイクデビュー小倉
サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢

1200m　芝・右
基　準 良　 1:09.8
タイム 重不 1:10.5

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 77  444 17  544 14  455  9
レースラップ傾向：SSS 12  MMM 11  SSM 10  SMM  5
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ザファクター 牡3   

キャストロゲイル ▲松本大 母名の一部＋火星にあるクレーターの名                                         
53.0 .063

1 1 キャストロメファ 黒鹿 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(トワイニング) 栗東 .158    　             
田湯牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
手嶋美季
トーセンジョーダン 牡3   

シャイニーポケット ▲角田大 冠名＋父父名の一部                                         
53.0 .154

1 2 コアレスサンデー 黒鹿 小野次郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジェニュイン) 美浦 .100    　             
雅 牧場(平取町) 0.0.0.0
小林昌志
ルーラーシップ 牝3   

ビップジャスミン ▲小林凌 冠名＋「神からの贈り物」を意味する花
名

                                        
51.0 .080

2 3 メジロクロユリ 黒鹿 松下武士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 栗東 .250    　             
戸川牧場(日高町) 0.0.0.0
鈴木邦英
イスラボニータ 牡3   

ヤマニンサルバム 鮫島克駿 冠名＋即興演奏（ラテン語）                                         
56.0 .145

2 4 ヤマニンエマイユ 黒鹿 浅見秀一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ホワイトマズル) 栗東 .118    　             
錦岡牧場(新冠町) 0.0.0.0
土井肇
アドマイヤムーン 牡3   

メイショウイモジ 斎藤新 冠名＋鋳物師（鋳造師）                                         
56.0 .156

3 5 フミノシンデレラ 鹿 藤沢則雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンダーガルチ) 栗東 .000    　             
斉藤英牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
トーセンラー 牝3   

ソリルーナ 丹内祐次 太陽と月（西）。父名、母名より連想                                         
54.0 .155

3 6 ムーニーポンズ 鹿 千田輝彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(MizzenMast) 栗東 .118    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
ヴァンセンヌ 牝3   

アイファームーラン 藤懸貴志 冠名＋風車小屋（仏）                                         
54.0 .000

4 7 アイファーペガサス 黒鹿 鮫島一歩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(デヒア) 栗東 .200    　             
ｱｰｽﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
中島稔
キズナ 牡3   

アラッキーフェイス 藤岡康太 人名愛称＋冠名                                         
56.0 .156

4 8 レンデフルール 黒鹿 坂口智康           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 栗東 .167    　             
武田牧場(新冠町) 0.0.0.0
STﾚｰｼﾝｸﾞ
ザファクター 牡3   

サンダビューク ☆秋山稔 太陽＋アメリカの都市名                                         
55.0 .069

5 9 エミリア 黒鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .000    　             
村下 清志(浦河町) 0.0.0.0
(株)加藤ｽﾃｰﾌﾞﾙ
ベーカバド 牡3   

クリノクークラン ▲原優介 冠名＋ケルト神話の英雄の名                                         
53.0 .036

5 10 カヤドーミーティア 鹿 大根田裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エアジハード) 栗東 .143    　             
旭 牧場(日高町) 0.0.0.0
栗本博晴
ロードカナロア 牝3   

カラウヌ 西村淳也 王冠（ハワイ語）                                         
54.0 .188

6 11 インターリム 鹿 小崎憲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ElusiveCity) 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
(株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
ダイワメジャー 牡3   

グンター 菱田裕二 楽劇の登場人物                                         
56.0 .206

6 12 スプレンダー 栗 池添兼雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾗｲﾄ) 栗東 .105    　             
王蔵牧場(浦河町) 0.0.0.0
門野重雄
メイショウボーラー 牝3   

メイショウコマヒメ ☆泉谷楓 冠名＋人名より                                         
53.0 .054

7 13 メイショウミソラ 鹿 南井克巳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 栗東 .111    　             
富田牧場(浦河町) 0.0.0.0
松本好雄
ドゥラメンテ 牝3   

アイドゥーテーラー △小沢大 約束する＋冠名                                         
52.0 .063

7 14 サブラタ 黒鹿 石橋守           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ウォーエンブレム) 栗東 .118    　             
清水牧場(平取町) 0.0.0.0
中西浩一
ワールドエース 牝3   

アイリスハート 古川吉洋 花の名＋心。アイリスの花言葉は「信じ
る心」

                                        
54.0 .069

7 15 センターグランタス 栗 飯田祐史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 栗東 .000    　             
庄野牧場(日高町) 0.0.0.0
中山泰志
キンシャサノキセキ 牝3   

サイドシュート ◇藤田菜 ハンドボールのシュート名                                         
52.0 .000

8 16 ヘッドミストレス 黒鹿 千田輝彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エリシオ) 栗東 .118    　             
三好牧場(浦河町) 0.0.0.0
瀬野尾裕久
モンテロッソ 牝3   

テイエムラトーヌ 鮫島良太 冠名＋母名の一部                                         
54.0 .000

8 17 ラトーヌインパクト 芦 飯田雄三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .200    　             
浦河小林牧場(浦河町) 0.0.0.0
竹園正繼
ドゥラメンテ 牝3   

アナベル 浜中俊 「愛すべき」の意味を持つ人名より                                         
54.0 .192

8 18 ストームツイスター 青鹿 今野貞一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ワイルドラッシュ) 栗東 .313    　             
藤原牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
川勝裕之

小倉芝1200m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 ロードカナロア 183  22  21  15 125 0.120 0.235
 2 ダイワメジャー 117  12   8  10  87 0.103 0.171
 3 ミッキーアイル  38   9   3   3  23 0.237 0.316
 4 ルーラーシップ  58   6   2   7  43 0.103 0.138
 5 エイシンフラッシュ  36   6   0   1  29 0.167 0.167
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2022年1月30日（日）　1回小倉6日 5R メイクデビュー小倉 サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢 1200m　芝・右
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。


