
2022年6月19日（日）　3回東京6日 5R メイクデビュー東京

東京 5
  発 走

 12:35
5R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬  馬齢

1600m　芝・左
基　準 良　 1:36.8
タイム 重不 1:38.6

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：155 36  355 23  255 20  444 14
レースラップ傾向：MMM 19  MSM  9  SSM  8  SMM  8
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         前走          前々走          3走前          4走前          5走前

ビーチパトロール 牡2   

レインボーウォリア △永野猛蔵 虹の戦士                                         
52.0 .102

1 1 ファンアットコート 黒鹿 伊坂重信           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤマックス) 美浦 .045    　             
ﾐﾙﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
サトノアラジン 牡2   

カウノスライト 丸田恭介 トルコの古代都市名＋明るい                                         
54.0 .043

1 2 カーリア 鹿 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(CarsonCity) 美浦 .155    　             
賀張三浦牧場(日高町) 0.0.0.0
高橋文男
レッドファルクス 牡2   

ナムラテディー 木幡初也 冠名＋人名より                                         
54.0 .074

2 3 ナムラココロ 芦 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サウスヴィグラス) 美浦 .083    　             
ﾅｶﾉﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
奈村睦弘
ダイワメジャー 牝2   

ショウナンマラマ 石橋脩 冠名＋思いやりの心（ハワイ語）                                         
54.0 .160

2 4 ムーンライトベイ 黒鹿 西園正都           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HighChaparral) 栗東 .208    　             
天羽牧場(日高町) 0.0.0.0
国本哲秀
ハービンジャー 牝2   

ランスノーブル 津村明秀 高貴な槍（仏）。母名より連想                                         
54.0 .097

3 5 ロイヤルライン 芦 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .063    　             
新井 昭二(日高町) 0.0.0.0
佐々木基
SaxonWarrior 牝2   

スカイラー 三浦皇成 人名より                                         
54.0 .184

3 6 トレジャリング 栗 国枝栄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HavanaGold) 美浦 .254    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
ｴﾑｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
ルーラーシップ 牡2   

マイネルケレリウス 石川裕紀人 冠名＋より素早く（ラテン語）                                         
54.0 .111

4 7 マイネカンナ 鹿 奥村武           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .204    　             
ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ･ﾗﾌｨｱﾝ
キンシャサノキセキ 牡2   

トクシーカイザー 菊沢一樹 冠名＋皇帝（独）                                         
54.0 .075

4 8 キングアンドクイン 鹿 小島茂之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .138    　             
前田ﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
AIﾚｰｼﾝｸﾞ
リアルインパクト 牝2   

クリノリアルレディ 松岡正海 冠名＋父名の一部＋女性                                         
54.0 .086

5 9 セイクリッドフレイム 鹿 伊藤伸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Rahy) 美浦 .040    　             
平野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
栗本博晴
トゥザワールド 牡2   

ブルーシャトー 野中悠太郎 青の宮殿（仏）                                         
54.0 .062

5 10 フロールシータ 青鹿 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エアジハード) 美浦 .029    　             
門別 敏朗(日高町) 0.0.0.0
(株)ｻｻﾞﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
ロゴタイプ 牡2   

ビットコイン Mﾃﾞﾑｰﾛ 仮想通貨の一つ                                         
54.0 .264

6 11 アルマエルモ 芦 田中剛           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .138    　             
ｲﾜﾐ牧場(新冠町) 0.0.0.0
吉野智博
イスラボニータ 牡2   

モンテイゾラ Dﾚｰﾝ イタリアにある島                                         
54.0 .385

6 12 ポルケテスエーニョ 鹿 高柳瑞樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Medagliad'Oro) 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
ルーラーシップ 牝2   

ビターグラッセ 福永祐一 苦い＋砂糖漬けのお菓子                                         
54.0 .258

7 13 アンソロジー 鹿 栗田徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .154    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
山口功一郎
ダイワメジャー 牡2   

グラニットピーク Cﾙﾒｰﾙ アメリカのモンタナ州の最高地点。母名
より連想

                                        
54.0 .401

7 14 トレジャーステイト 栗 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(OasisDream) 美浦 .163    　             
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
ジャスタウェイ 牡2   

ヤマタケアオイバラ 岩部純二 冠名＋青いバラ                                         
54.0 .029

8 15 マルヨパトリオット 鹿 萱野浩二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アルカセット) 美浦 .074    　             
前野牧場(日高町) 0.0.0.0
山中和子
ダノンバラード 牡2   

グラニット 嶋田純次 花崗岩。母名より連想                                         
54.0 .025

8 16 インティワタナ 鹿 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フサイチコンコルド) 美浦 .063    　             
猿橋 義昭(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ

東京芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2020.06.17～2022.06.16）
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 153  28  12  12 101 0.183 0.261
 2 エピファネイア  77  11   9   9  48 0.143 0.260
 3 ロードカナロア 103   8   9   7  79 0.078 0.165
 4 ドゥラメンテ  70   7  10   5  48 0.100 0.243
 5 モーリス  65   6   7   5  47 0.092 0.200
 6 キズナ  50   5   8   2  35 0.100 0.260
 7 ハーツクライ  64   5   6   9  44 0.078 0.172
 8 ハービンジャー  40   5   3   2  30 0.125 0.200
 9 スクリーンヒーロー  53   4   8   7  34 0.075 0.226
10 キングカメハメハ  55   4   6   5  40 0.073 0.182
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2022年6月19日（日）　3回東京6日 5R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬  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。


