
2023年1月28日（土）　1回東京1日 6R メイクデビュー東京

東京 6
  発 走

 12:55
6R メイクデビュー東京
サラ系3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：620、250、160、93、62万円

勝利馬展開係数　：534  6  345  3  434  2  435  2
レースラップ傾向：MMM 10  MMH  6  SMH  3  SSH  2
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         前走          前々走          3走前          4走前          5走前

メイショウサムソン 牝3   

クリノキスミント 長岡禎仁 冠名＋キス＋ハーブの一種                                         
54.0 .111

1 1 スープミント 黒鹿 高橋康之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .200    　             
日西牧場(日高町) 0.0.0.0
栗本博晴
ファインニードル 牝3   

スッピン 内田博幸 すっぴん                                         
54.0 .075

1 2 ウエスタンベッラ 黒鹿 深山雅史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .188    　             
ｳｴｽﾀﾝﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
福島徳佑
ダノンバラード 牝3   

スキップアビート 杉原誠人 ドキッとする                                         
54.0 .118

2 3 パッセ 鹿 南田美知雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(パイロ) 美浦 .063    　             
ﾐﾙﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
ハーツクライ 牡3   

ランプシー 浜中俊 輝く（ギリシャ語）                                         
56.0 .179

2 4 ノッテビアンカ 黒鹿 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Kendargent) 美浦 .100    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
ロードカナロア 牝3 22.12.10 5中山3

テンペスト 横山武史 嵐。シェイクスピアが単独で執筆した最
後の戯曲。母名より連想

新馬                                    
54.0 .323 取消 15頭 8番 　

3 5 シーザリオ 黒鹿 国枝栄  0 初 横山武 54 　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .217  1600m 芝A 良             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0 MMM 35.7-35.3
(有)ｷｬﾛｯﾄﾌｧｰﾑ 逃先差
シルバーステート 牡3   

バレーオブファイア 丸田恭介 火の谷。米国、ネバダ州の景勝地                                         
56.0 .043

3 6 ジョーパルカ 鹿 加藤和宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .071    　             
斉藤 政志(浦河町) 0.0.0.0
田畑利彦
ハービンジャー 牝3   

タニセンレラ 武士沢友治 冠名＋風（アイヌ語）                                         
54.0 .063

4 7 ラジョコンダ 鹿 鈴木慎太郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .063    　             
杵臼牧場(浦河町) 0.0.0.0
染谷幸雄
ビーチパトロール 牝3   

ビーチポジティヴ 柴田善臣 父名の一部＋楽天的                                         
54.0 .154

4 8 ロマンチックドラマ 黒鹿 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 美浦 .083    　             
武田 修一(新冠町) 0.0.0.0
小林弘明
エイシンヒカリ 牡3   

ヒーユリユー 勝浦正樹 ３人の名前より                                         
56.0 .000

5 9 エイシンオルドス 鹿 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .350    　             
栄進牧場(浦河町) 0.0.0.0
永見貴昭
ジャスタウェイ 牝3   

サヴァリア 津村明秀 聖マルティヌスの生誕地。母名より連想                                         
54.0 .174

5 10 マルティンスターク 栗 小島茂之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .067    　             
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
ハービンジャー 牝3   

ムンドエルモソ 三浦皇成 素敵な世界（西）                                         
54.0 .213

6 11 ベルダム 鹿 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .111    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
山本又一郎
ロードカナロア 牡3   

インセプション 菊沢一樹 始まり、発端                                         
56.0 .091

6 12 テンイムホウ 黒鹿 西村真幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ラムタラ) 栗東 .158    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
辻助
マクフィ 牝3   

キタノブライド 木幡初也 冠名＋花嫁                                         
54.0 .125

7 13 ミニョンレーヌ 栗 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .125    　             
高村 伸一(様似町) 0.0.0.0
北所直人
シルバーステート 牝3   

ニシノリーデル 木幡巧也 冠名＋指導者（西）                                         
54.0 .080

7 14 ニシノミストレス 黒鹿 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ルーラーシップ) 美浦 .048    　             
佐藤 鉄也(新ひだか町) 0.0.0.0
西山茂行
エピファネイア 牝3   

モンセラット ☆永野猛蔵 のこぎり山（西）                                         
53.0 .121

8 15 ヴィスビー 栃栗 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .100    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
大野富生
ドゥラメンテ 牝3   

ニシノメサイア 大野拓弥 冠名＋救世主                                         
54.0 .167

8 16 コズミックショア 鹿 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ElusiveQuality) 美浦 .350    　             
佐藤 鉄也(新ひだか町) 0.0.0.0
西山茂行

東京芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2021.01.26～2023.01.25）
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 144  22  10  10 102 0.153 0.222
 2 ロードカナロア 116  11  11   8  86 0.095 0.190
 3 ドゥラメンテ  75   9   8   8  50 0.120 0.227
 4 エピファネイア  67   9   8   6  44 0.134 0.254
 5 キタサンブラック  29   7   3   2  17 0.241 0.345
 6 モーリス  76   6   6   6  58 0.079 0.158
 7 キングカメハメハ  52   6   4   4  38 0.115 0.192
 8 ハーツクライ  65   5   7  11  42 0.077 0.185
 9 ハービンジャー  40   5   6   3  26 0.125 0.275
10 スクリーンヒーロー  51   4   5   6  36 0.078 0.176
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2023年1月28日（土）　1回東京1日 6R メイクデビュー東京 サラ系3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。


