
2022年10月2日（日）　5回中京9日 5R メイクデビュー中京

中京 5
  発 走

 12:10
5R メイクデビュー中京
サラ系2歳 新馬  馬齢

2000m　芝・左
基　準 良　 2:04.4
タイム 重不 2:06.8

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：444 29  534 28  355 20  454 19
レースラップ傾向：MMM  7  SSM  5  MMS  5  MSH  3
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ハービンジャー 牡2   

カブキチョウ 松若風馬 歌舞伎町                                         
55.0 .147

1 1 キーウエスト 栗 浜田多実雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 栗東 .106    　             
ﾋｻｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
宮田直也
サトノダイヤモンド 牡2   

ダノンペドロ 岩田望来 冠名＋人名より                                         
55.0 .222

2 2 セットスクエア 鹿 寺島良           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Reset) 栗東 .119    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)ﾀﾞﾉｯｸｽ
ロードカナロア 牡2   

ロードマンハイム 和田竜二 冠名＋ドイツの都市名                                         
55.0 .144

3 3 ワイルドココ 鹿 友道康夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Shirocco) 栗東 .243    　             
ｹｲｱｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾛｰﾄﾞﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
ハービンジャー 牡2   

ゲールサンダー 藤岡康太 疾風迅雷                                         
55.0 .192

3 4 イザベルドスメーン 栗 藤岡健一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 栗東 .163    　             
米田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
幅田昌伸
ビーチパトロール 牝2   

サイモンコーラル 三浦皇成 冠名＋珊瑚                                         
54.0 .215

4 5 オールドフレイム 青鹿 羽月友彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 栗東 .093    　             
笠松牧場(浦河町) 0.0.0.0
澤田昭紀
タリスマニック 牡2   

ギリギリチョップ 荻野琢真 曲名                                         
55.0 .033

4 6 オースミフブキ 黒鹿 大久保龍志           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 栗東 .240    　             
富菜牧場(浦河町) 0.0.0.0
風早信昭
バンドワゴン 牡2   

ジョウショーパワー 川須栄彦 冠名＋力                                         
55.0 .099

5 7 ジョウショーコトミ 黒鹿 中尾秀正           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(リンカーン) 栗東 .184    　             
五丸農場(新冠町) 0.0.0.0
熊田義孝
ブラックタイド 牡2   

グラシアス 富田暁 ありがとう（西）                                         
55.0 .146

5 8 セレブデート 鹿 四位洋文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .170    　             
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
瀬谷隆雄
ｱﾒﾘｶﾝﾍﾟｲﾄﾘｵｯﾄ 牝2   

グァルジャー ☆角田大和 ブラジル・サンパウロ州の市                                         
53.0 .129

6 9 ジアトレーゼ 芦 吉田直弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ティンバーカントリー) 栗東 .117    　             
ｻｶｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
二口雅一
ハービンジャー 牝2   

マルクパージュ ★今村聖奈 栞（仏）。母名より連想                                         
50.0 .169

6 10 ディープストーリー 青鹿 斉藤崇史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .210    　             
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
サトノダイヤモンド 牝2   

アウフヘーベン 太宰啓介 更に高みを目指す（哲学用語）                                         
54.0 .068

7 11 ランウェイ 鹿 高橋亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .156    　             
須崎牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)GETNEXT
キタサンブラック 牝2   

ノレッジビューティ 北村友一 美の知識                                         
54.0 .158

7 12 タッチオブパラダイス 鹿 上村洋行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Frankel) 栗東 .188    　             
ﾔﾅｶﾞﾜ牧場(日高町) 0.0.0.0
(有)ﾔﾅｶﾞﾜ牧場
ジャスタウェイ 牝2   

ハヤブサゲキレア 吉田隼人 冠名＋とても貴重                                         
54.0 .207

8 13 トゥルヴァ 鹿 坂口智康           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Frankel) 栗東 .109    　             
富田牧場(浦河町) 0.0.0.0
武田修
モーリス 牝2   

クランプレミア 幸英明 最高の一族                                         
54.0 .154

8 14 スプレンダークラン 鹿 橋口慎介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ルーラーシップ) 栗東 .236    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
会田浩史

中京芝2000m種牡馬成績 （集計期間：2020.09.30～2022.09.29）
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 164  26  23  18  97 0.159 0.299
 2 ハーツクライ 132  12  10   5 105 0.091 0.167
 3 ハービンジャー  93  12   5  11  65 0.129 0.183
 4 エピファネイア  93   7  13   9  64 0.075 0.215
 5 キングカメハメハ  68   7   7   8  46 0.103 0.206
 6 キズナ  79   7   6  10  56 0.089 0.165
 7 ルーラーシップ  93   6   4   8  75 0.065 0.108
 8 モーリス  45   6   3   7  29 0.133 0.200
 9 ロードカナロア  52   5   5   0  42 0.096 0.192
10 キタサンブラック  23   5   4   2  12 0.217 0.391
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2022年10月2日（日）　5回中京9日 5R メイクデビュー中京 サラ系2歳 新馬  馬齢 2000m　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。


