
2022年6月5日（日）　3回東京2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2歳 新馬  馬齢

1400m　芝・左
基　準 良　 1:23.8
タイム 重不 1:25.4

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 29  355 19  544 11  454  9
レースラップ傾向：MMM 15  SMM 12  SSM  5  MMS  4
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         前走          前々走          3走前          4走前          5走前

キンシャサノキセキ 牡2   

ベルウッドアラシ 柴田大知 冠名＋嵐                                         
54.0 .085

1 1 ブライトメッセージ 鹿 和田雄二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .120    　             
ﾊｼﾓﾄﾌｱｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
鈴木照雄
スクリーンヒーロー 牡2   

マローディープ Cﾙﾒｰﾙ 珊瑚礁の島々の花輪（サンスクリット）
。母名より連想

                                        
54.0 .402

1 2 モルジアナ 栗 木村哲也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Dubawi) 美浦 .364    　             
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
ネオユニヴァース 牡2   

カゼノハクシュウ 大野拓弥 冠名＋白州。駒ケ岳北東部の名称                                         
54.0 .099

2 3 ハイヨーシルバー 芦 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .055    　             
U･M･A(日高町) 0.0.0.0
深井孟
マツリダゴッホ 牡2   

シャコンヌ 石橋脩 曲名                                         
54.0 .162

2 4 ヤマサラグランジュ 鹿 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .085    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
村島昭男
リアルスティール 牝2   

ウェンダヴズクライ 丸山元気 鳩が鳴くとき                                         
54.0 .116

3 5 ホットサマーデイ 鹿 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アポインテッドデイ) 美浦 .031    　             
木村 秀則(新ひだか町) 0.0.0.0
三岡陽
ラブリーデイ 牝2   

マルティネーテ △山田敬 フラメンコの基本リズム。父母父名より
連想

                                        
52.0 .025

3 6 オルフィーク 青鹿 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヴァーミリアン) 美浦 .082    　             
本桐牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
加藤徹
ドレフォン 牡2   

ドンデンガエシ 横山武史 どんでん返し                                         
54.0 .301

4 7 トゥザハピネス 鹿 尾関知人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .167    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)岩切企画
バゴ 牝2   

ベアラブリー 松岡正海 冠名＋愛らしい                                         
54.0 .091

4 8 ナイキトライアンフ 鹿 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ボストンハーバー) 美浦 .057    　             
中川 隆(平取町) 0.0.0.0
熊木浩
サトノクラウン 牡2   

クラックオブドーン 福永祐一 夜明け。母名より連想                                         
54.0 .260

5 9 クラックシード 青鹿 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .218    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
(株)G1ﾚｰｼﾝｸﾞ
ワールドエース 牡2   

ノーブルラン 津村明秀 気高い走り                                         
54.0 .094

5 10 フォーモサマンボ 栗 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ノボジャック) 美浦 .065    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
岡村善行
ハービンジャー 牝2   

オースピス 菅原明良 吉兆、前兆                                         
54.0 .185

6 11 ナナヨーティアラ 鹿 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マイネルラヴ) 美浦 .146    　             
小島牧場(浦河町) 0.0.0.0
大塚亮一
ドゥラメンテ 牝2   

ナゴミチャン 三浦皇成 和むより＋敬称                                         
54.0 .181

6 12 アンズチャン 鹿 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .049    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
ｹﾝﾚｰｼﾝｸﾞ組合
ルーラーシップ 牡2   

サルトルーヴィル 木幡巧也 フランスのセーヌ川沿いにあるコミュー
ン名

                                        
54.0 .030

7 13 ヤマノサッシュ 鹿 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファルブラヴ) 美浦 .089    　             
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
シルバーステート 牝2   

アップチェリー ☆秋山稔 上る＋さくらんぼ                                         
53.0 .107

7 14 ペルルフィーヌ 黒鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .111    　             
荻伏服部牧場(浦河町) 0.0.0.0
服部英利
ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰ 牡2   

ロードディフィート 岩田望来 冠名＋打ち負かす                                         
54.0 .241

8 15 カディーシャ 鹿 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .168    　             
藤本ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
(株)ﾛｰﾄﾞﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
ドレフォン 牡2   

シャンディエン Dﾚｰﾝ 稲妻（中国語）                                         
54.0 .386

8 16 デグラーティア 鹿 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .144    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｻﾝﾃﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ

東京芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2020.06.03～2022.06.02）
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 102  17   8   6  71 0.167 0.245
 2 エピファネイア  59   6  10   5  38 0.102 0.271
 3 ディープインパクト  47   6   6   6  29 0.128 0.255
 4 モーリス  34   4   5   3  22 0.118 0.265
 5 スクリーンヒーロー  51   4   5   1  41 0.078 0.176
 6 リオンディーズ  25   4   2   2  17 0.160 0.240
 7 ダイワメジャー  59   3   6   4  46 0.051 0.153
 8 ハーツクライ  43   3   6   2  32 0.070 0.209
 9 ドゥラメンテ  36   3   3   2  28 0.083 0.167
10 マクフィ  25   3   2   1  19 0.120 0.200
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2022年6月5日（日）　3回東京2日 6R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬  馬齢 1400m　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。


