
2022年6月26日（日）　3回東京8日 5R メイクデビュー東京

東京 5
  発 走

 12:15
5R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 （混合） 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  255 27  355 23  444 14
レースラップ傾向：MMM 20  MSM  9  SSM  8  SMM  8
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         前走          前々走          3走前          4走前          5走前

キズナ 牝2   

グランベルナデット 戸崎圭太 偉大な、高貴な（仏）＋母名の一部                                         
54.0 .294

1 1 ラブリーベルナデット 鹿 大竹正博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Wilburn) 美浦 .137    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
DMMﾄﾞﾘｰﾑｸﾗﾌﾞ(株)
ハービンジャー 牡2   

フラグランツァ 内田博幸 芳香（伊）。母名より連想                                         
54.0 .119

1 2 アドマイヤアロマ 鹿 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .065    　             
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
ダノンバラード 牡2   

コスモオピニオン 柴田大知 冠名＋母名                                         
54.0 .077

2 3 オピニオン 鹿 黒岩陽一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アイルハヴアナザー) 美浦 .202    　             
荒井ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ドゥラメンテ 牝2   

スパークタイムリー 菅原明良 タイミング良く輝く                                         
54.0 .175

2 4 スパークオンアイス 鹿 小島茂之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .144    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
西見徹也
アジアエクスプレス 牝2   

フューチャーアゲン 江田照男 未来＋冠名                                         
54.0 .065

3 5 タカネナデシコ 栗 加藤和宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スズカフェニックス) 美浦 .047    　             
松栄牧場(浦河町) 0.0.0.0
浅川皓司
モーリス 牡2   

ジュドー 岩田望来 曲名。父名より連想                                         
54.0 .233

3 6 パンデイア 栗 手塚貴久           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .166    　             
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
ダノンバラード 牝2   

ミシシッピテソーロ 木幡巧也 アメリカの河川＋冠名                                         
54.0 .041

4 7 ハピネスフォーユー 鹿 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(A.P.Indy) 美浦 .093    　             
ﾘｮｰｹﾝﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
リアルインパクト 牡2   

ファイナルヒート △永野猛蔵 決勝戦                                         
52.0 .100

4 8 リーサルヒート 黒鹿 古賀慎明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(UnusualHeat) 美浦 .135    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
村野康司
ジョーカプチーノ 牝2   

クレイプマートル 杉原誠人 百日紅                                         
54.0 .065

5 9 パドブレ 鹿 中川公成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ホワイトマズル) 美浦 .139    　             
ﾐﾙﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
マクフィ 牡2   

バンブトンプロ 田中勝春 冠名＋専門家                                         
54.0 .086

5 10 ニースセブンティン 鹿 粕谷昌央           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ナリタトップロード) 美浦 .057    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
樋口正蔵
ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰ 牡2   

サトノヴィレ 三浦皇成 冠名＋意志（独）                                         
54.0 .185

6 11 ダイワジェラート 黒鹿 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .132    　             
ﾌｼﾞﾜﾗﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ｻﾄﾐﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ
ダンカーク 牝2   

ホーリーイヴ 荻野極 聖なる前夜（祭）                                         
54.0 .112

6 12 ホウショウリヴ 芦 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HolyBull) 美浦 .071    　             
U･M･A(日高町) 0.0.0.0
遠藤日出樹
ケープブランコ 牝2   

ワンダーフルーリ 菅原隆一 冠名＋花が咲く（仏）                                         
54.0 .000

7 13 ワンダーキラット 栗 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(バゴ) 美浦 .093    　             
ｸﾞﾗｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(浦河町) 0.0.0.0
山本能成
ホッコータルマエ 牝2   

ヒラリーステップ ▲原優介 エベレストの難所の岸壁。父名より連想                                         
51.0 .066

7 14 サラファン 鹿 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .078    　             
上山牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ダイワメジャー 牝2   

サイモンオリーブ 菊沢一樹 冠名＋オリーブ。太陽と勝利の象徴                                         
54.0 .081

8 15 オリジナルスピン２ 黒鹿 勢司和浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(DistortedHumor) 美浦 .065    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
澤田昭紀
ヴィクトワールピサ 牝2   

ラフィーニ 丸田恭介 ガーベラの品種名                                         
54.0 .042

8 16 メイルストローム 鹿 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .151    　             
大江牧場(日高町) 0.0.0.0
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(株)

東京芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2020.06.24～2022.06.23）
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 105   9  10   7  79 0.086 0.181
 4 ドゥラメンテ  69   7  10   5  47 0.101 0.246
 5 モーリス  65   6   6   5  48 0.092 0.185
 6 キズナ  49   5   8   2  34 0.102 0.265
 7 ハーツクライ  62   5   6   8  43 0.081 0.177
 8 ハービンジャー  40   5   3   2  30 0.125 0.200
 9 キングカメハメハ  55   4   6   5  40 0.073 0.182
10 ルーラーシップ  60   4   3   5  48 0.067 0.117
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2022年6月26日（日）　3回東京8日 5R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 （混合） 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。


