
2023年1月22日（日）　1回中山8日 6R メイクデビュー中山

中山 6
  発 走

 13:00
6R メイクデビュー中山
サラ系3歳 新馬  馬齢

2000m　芝・右
基　準 良　 2:05.2
タイム 重不 2:07.0

本賞金：620、250、160、93、62万円

勝利馬展開係数　：534  8  444  3  245  1  335  1
レースラップ傾向：MMM  4  MSM  3  SMH  2  SMM  2
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ロードカナロア 牝3   

ヒーリングアート 坂井瑠星 癒しの芸術                                         
54.0 .208

1 1 サンテミリオン 黒鹿 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .154    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
村野康司
エピファネイア 牡3   

ゼファーブラウン 岩田康誠 そよ風＋茶色、馬体の鮮やかな色合い                                         
56.0 .100

1 2 ブラックシンデレラ 栗 中川公成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .125    　             
鮫川 啓一(浦河町) 0.0.0.0
吉井盛治
ハービンジャー 牝3   

ブルーエンジェルス 杉原誠人 アメリカ海軍のアクロバット飛行隊                                         
54.0 .174

2 3 ナリタブルースター 鹿 加藤士津八           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .429    　             
ﾀｶﾞﾐﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)ﾀｰﾌ･ｽﾎﾟｰﾄ
ゴールドアクター 牡3   

マオノアラシ 戸崎圭太 冠名＋嵐。嵐を巻き起こすような活躍を
期待

                                        
56.0 .279

2 4 マオノココロ 栗 加藤士津八           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヴァーミリアン) 美浦 .429    　             
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
湯浅健司
オルフェーヴル 牝3   

リネンデイジー 菊沢一樹 冠名＋花名                                         
54.0 .115

3 5 リネンフィールド 栗 粕谷昌央           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(パラダイスクリーク) 美浦 .000    　             
沖田牧場(日高町) 0.0.0.0
戸山昌彦
ダノンバラード 牡3   

シンガーズバラッド
☆永野猛蔵 歌うたいのバラッド                                         
55.0 .143

3 6 ウインミューズ 鹿 村田一誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .000    　             
ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(有)ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ
サトノダイヤモンド 牝3   

ティエラ 横山和生 地球（西）                                         
54.0 .231

4 7 モアナブリーズ 鹿 小野次郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .143    　             
矢野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
清宮義男
ロゴタイプ 牝3   

ヤマニンアルマーレ 伊藤工真 冠名＋海辺（伊）                                         
54.0 .000

4 8 ヤマニンアストレア 黒鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .000    　             
錦岡牧場(新冠町) 0.0.0.0
土井肇
サトノクラウン 牝3   

パヴァーヌ 嶋田純次 １６・１７世紀に流行した宮廷風の優雅
な舞踏

                                        
54.0 .143

5 9 オリヴェット 黒鹿 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .091    　             
中神牧場(浦河町) 0.0.0.0
栗坂崇
リアルスティール 牡3   

レッドルキフェル 内田博幸 冠名＋明けの明星（ラテン語）。一番星
を目指して

                                        
56.0 .107

5 10 ハッピーパウダー 鹿 田中博康           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .267    　             
山際牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)東京ﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ
ハービンジャー 牝3   

ウテナ 武藤雅 萼（うてな）。雪萼霜葩（せつがくそう
は）の一字より

                                        
54.0 .000

6 11 ビキニスタイル 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .000    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
林弘之
ジャスタウェイ 牝3   

フォスティーヌ 吉田豊 「幸運」という意味をもつフランス語圏
の人名より

                                        
54.0 .000

6 12 カンビーナ 鹿 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HawkWing) 美浦 .000    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田照哉
ハーツクライ 牝3   

ピクシレーション 横山武史 人間をコマ撮りすることでアニメーショ
ンを作る技法

                                        
54.0 .280

7 13 シアードラマ 鹿 菊沢隆徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(BurningRoma) 美浦 .067    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
エピファネイア 牡3   

ダールフルート 大野拓弥 実を結ぶ（西）。父の実績と母系から連想                                         
56.0 .156

7 14 ルタンデスリーズ 黒鹿 高木登           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .167    　             
嶋田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
サトノクラウン 牝3   

クラウンモチーフ 菅原明良 父名の一部＋模様（仏）                                         
54.0 .133

8 15 シンシアズブレス 鹿 高木登           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .167    　             
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 牡3   

レブロン △小林脩斗 人名より                                         
54.0 .000

8 16 バイタルクィーン 鹿 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(プリサイスエンド) 美浦 .000    　             
加野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ワンアンドオンリー 牝3   

オブリクア 柴田大知 モンステラの一種。花言葉は「うれしい
便り」、「壮大なる計画」

                                        
54.0 .083

8 17 ガラッシアファータ 青鹿 萩原清           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(DistortedHumor) 美浦 .286    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ

中山芝2000m種牡馬成績 （集計期間：2021.01.20～2023.01.19）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ハーツクライ  79  10   8   5  56 0.127 0.228
 2 ハービンジャー  76  10   5   4  57 0.132 0.197
 3 ディープインパクト  74   8  14   6  46 0.108 0.297
 4 エピファネイア  56   8   4   8  36 0.143 0.214
 5 ドゥラメンテ  64   6   7   6  45 0.094 0.203
 6 モーリス  36   5   5   4  22 0.139 0.278
 7 ルーラーシップ  69   5   4   8  52 0.072 0.130
 8 エイシンフラッシュ  28   5   4   1  18 0.179 0.321
 9 キングカメハメハ  24   4   3   4  13 0.167 0.292
10 ゴールドシップ  81   3   7   1  70 0.037 0.123
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2023年1月22日（日）　1回中山8日 6R メイクデビュー中山 サラ系3歳 新馬  馬齢 2000m　芝・右
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。


