
2022年6月19日（日）　3回東京6日 6R メイクデビュー東京

東京 6
  発 走

 13:05
6R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢

1400m　ダート・左
基　準 良　 1:26.7
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　：355 19  445 12  544 11  454 10
レースラップ傾向：MMM 19  SSM  5  SMM  4  MMS  3
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         前走          前々走          3走前          4走前          5走前

ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂ 牝2   

ナリノビスケッツ 福永祐一 冠名＋ビスケット。父名より連想                                         
54.0 .258

1 1 レッツサッチャー 栗 加藤征弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .238    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
成塚清志
ベストウォーリア 牡2   

サノノウォーリア 石川裕紀人 冠名＋父名の一部                                         
54.0 .111

1 2 アニマートホウヨウ 鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フサイチコンコルド) 美浦 .069    　             
豊洋牧場(日高町) 0.0.0.0
佐野信幸
LemonDropKid 牡2   

(外)ウォーターレモン Mﾃﾞﾑｰﾛ 水＋レモン。父名と母名より連想                                         
54.0 .264

2 3 Aquapazza 栗 伊藤圭三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StormyAtlantic) 美浦 .193    　             
Barry R Ostrager(米) 0.0.0.0
ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝2   

カタリナマリー 横山典弘 人名より＋人名より                                         
54.0 .250

2 4 チャームザワールド 鹿 松永幹夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ロードカナロア) 栗東 .264    　             
追分ﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
岡浩二
バンブーエール 牝2   

アネモネポルト 菊沢一樹 一重咲きのアネモネ                                         
54.0 .075

3 5 オカノプレイヤー 栗 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マイニング) 美浦 .161    　             
目名太山口牧場(浦河町) 0.0.0.0
西森功
ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰ 牡2   

モノクロームスター 菅原明良 白黒の星。常に１着、２着になるように                                         
54.0 .175

3 6 メモリーロワジール 鹿 今野貞一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 栗東 .160    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
星加浩一
ヘニーヒューズ 牡2   

マスグラバイト Dﾚｰﾝ 宝石名                                         
54.0 .385

4 7 トリプライト 栗 高木登           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ワイルドラッシュ) 美浦 .217    　             
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
コパノリッキー 牝2   

ディーズメイト 内田博幸 Ｄ（母名より）＋仲間                                         
54.0 .119

4 8 エイトディズアパート 栗 新開幸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ForestWildcat) 美浦 .134    　             
ｹｲｱｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
中村祐子
メイショウボーラー 牡2   

ショウリノシナリオ 野中悠太郎 勝利のシナリオ                                         
54.0 .062

5 9 プラリネ 黒鹿 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .029    　             
富菜牧場(浦河町) 0.0.0.0
福田光博
ドレフォン 牝2   

ワタシハマジョ 柴田善臣 私は魔女                                         
54.0 .000

5 10 カネショウメロン 鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディアブロ) 美浦 .164    　             
下屋敷牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
村田哲朗
ヘニーヒューズ 牝2   

モルチャン 三浦皇成 モルモットの女の子                                         
54.0 .184

6 11 ヒアーズトウショウ 栗 武井亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .146    　             
坂東牧場(平取町) 0.0.0.0
TNﾚｰｼﾝｸﾞ
AmericanPharoah 牡2   

(外)アドバンスファラオ 武豊 前進させる＋父名の一部                                         
54.0 .234

6 12 FairHuntress 栗 森秀行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Tiznow) 栗東 .135    　             
John D. Gunther & Americ 0.0.0.0
久保田典秀
ダンカーク 牡2   

サラサブルー
△永野猛蔵 屋号＋青色                                         
52.0 .102

7 13 レディサマンサ 芦 伊藤圭三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .193    　             
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
横井良明
ヘニーヒューズ 牡2   

コスモグングニール 松岡正海 冠名＋北欧神話の主神オーディンが持つ槍                                         
54.0 .086

7 14 グロリエッテ 鹿 長谷川浩大           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 栗東 .184    　             
森永牧場(日高町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
シャンハイボビー 牡2   

シャトーボビー 田中勝春 ワイン農園＋父名の一部                                         
54.0 .088

8 15 ラッポルティ 青鹿 菊川正達           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 美浦 .134    　             
ｸﾗｳﾝ日高牧場(日高町) 0.0.0.0
徳増栄治
ヘニーヒューズ 牡2   

スクーバー 武藤雅 ロックダンスの基本ステップの１つ。母
名より連想

                                        
54.0 .099

8 16 ソロダンサー 栗 武藤善則           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .188    　             
追分ﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)G1ﾚｰｼﾝｸﾞ

東京ダート1400m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 ヘニーヒューズ 157  14  15  21 107 0.089 0.185
 2 シニスターミニスター  88  12  12   7  57 0.136 0.273
 3 ロードカナロア  74   9   6   4  55 0.122 0.203
 4 ドゥラメンテ  30   6   3   0  21 0.200 0.300
 5 エスポワールシチー  32   5   2   2  23 0.156 0.219
 6 スズカコーズウェイ  39   5   1   2  31 0.128 0.154
 7 サウスヴィグラス  65   4   8   7  46 0.062 0.185
 8 キンシャサノキセキ  89   4   7   6  72 0.045 0.124
 9 カレンブラックヒル  37   4   6   2  25 0.108 0.270
10 ディスクリートキャット  34   4   2   5  23 0.118 0.176
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2022年6月19日（日）　3回東京6日 6R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢 1400m　ダート・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。


