
2023年1月29日（日）　1回小倉6日 5R メイクデビュー小倉

小倉 5
  発 走

 12:10
5R メイクデビュー小倉
サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢

1200m　芝・右
基　準 良　 1:09.7
タイム 重不 1:10.5

本賞金：620、250、160、93、62万円

勝利馬展開係数　：534 14  355  3  544  2  434  2
レースラップ傾向：MMM  8  SSM  7  MSM  3  SMM  2
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ダイワメジャー 牝3   

ファリガ 藤岡佑介 海（ゲール語）                                         
54.0 .179

1 1 ラファイエ 鹿 笹田和秀           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ElusiveQuality) 栗東 .333    　             
吉田ﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
寺田寿男
イスラボニータ 牝3   

エコロミューズ ☆小沢大仁 冠名＋ギリシャ神話で文芸を司る女神                                         
53.0 .031

1 2 デヒアバーズ 鹿 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(デヒア) 栗東 .286    　             
藤沢牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
原村正紀
ルーラーシップ 牡3   

ウォーターリーダー 北村友一 冠名＋指導者                                         
56.0 .000

2 3 ウォーターラボ 鹿 安田隆行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 栗東 .200    　             
伏木田牧場(浦河町) 0.0.0.0
山岡正人
ﾏｲﾝﾄﾞﾕｱﾋﾞｽｹｯﾂ 牝3   

エッセンシャリティ
▲佐々木大輔 不可欠、本質。母名より連想                                         
51.0 .154

2 4 ピュリティゴールド 鹿 蛯名正義           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .500    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
(株)G1ﾚｰｼﾝｸﾞ
カレンブラックヒル 牝3   

アンジェリア
☆泉谷楓真 「天使」という意味を持つ人名より                                         
53.0 .214

3 5 カイドウ 鹿 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ワイルドラッシュ) 栗東 .286    　             
山際 智(新ひだか町) 0.0.0.0
鈴木邦英
ノヴェリスト 牝3   

プロスパーバイオ 菱田裕二 成功する＋冠名                                         
54.0 .114

3 6 アイドルバイオ 鹿 畑端省吾           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .167    　             
沖田牧場(日高町) 0.0.0.0
ﾊﾞｲｵ(株)
ジョーカプチーノ 牝3   

ジョーイルムシュ 斎藤新 冠名＋香り（アイスランド語）。母名よ
り連想

                                        
54.0 .000

4 7 ジョーアラマート 芦 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングヘイロー) 栗東 .171    　             
山際牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
上田江吏子
ミッキーアイル 牝3   

ヒットザフロント 富田暁 先頭に立つ                                         
54.0 .053

4 8 レッドシルヴィ 鹿 武英智           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヴィクトワールピサ) 栗東 .136    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
ビッグアーサー 牝3   

レディメローラ ☆亀田温心 アーサー王の娘の名。父名より連想                                         
53.0 .083

5 9 ビエンナーレ 鹿 北出成人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 栗東 .048    　             
天羽 禮治(日高町) 0.0.0.0
松本俊廣
ゼンノロブロイ 牝3   

ゼンノアマテラス ☆角田大和 冠名＋天照大神より                                         
53.0 .154

5 10 ｲｰﾃﾞﾝｽﾞｺｰｽﾞｳｪｲ 栗 武幸四郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Giant'sCauseway) 栗東 .263    　             
村上 欽哉(新冠町) 0.0.0.0
大迫久美子
ジャスタウェイ 牡3   

フィオーレシチー 幸英明 花（伊）＋冠名                                         
56.0 .107

6 11 フルールシチー 黒鹿 西園正都           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 栗東 .182    　             
日高大洋牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)友駿ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
ﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝｵﾌﾞｳｫｰ 牝3   

ショウナンマナ 松若風馬 冠名＋奇跡の力（ハワイ語）                                         
54.0 .167

6 12 ショウナンマラーク 鹿 吉村圭司           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 栗東 .176    　             
武田牧場(新冠町) 0.0.0.0
国本哲秀
エイシンヒカリ 牝3   

エイシンエマーユ 丹内祐次 冠名＋エナメル七宝（仏）                                         
54.0 .079

7 13 エイシンピカソ 鹿 田中剛           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Drosselmeyer) 美浦 .077    　             
栄進牧場(浦河町) 0.0.0.0
平井克彦
マクフィ 牝3   

タマモコンペイトウ ▲鷲頭虎太 冠名＋金平糖                                         
51.0 .048

7 14 タマモクラリティー 栗 新谷功一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 栗東 .091    　             
ｽﾏｲﾙﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
ﾀﾏﾓ(株)
ビッグアーサー 牡3   

シンプリーオーサム 西村淳也 ただただ素晴らしい                                         
56.0 .143

7 15 ｼﾝﾌﾟﾘｰﾃﾞｨｳﾞｧｲﾝ 栗 吉岡辰弥           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(GrandSlam) 栗東 .133    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
岡田牧雄
アドマイヤムーン 牝3   

アンジュアムール ☆秋山稔樹 天使（仏）＋恋（仏）                                         
53.0 .111

8 16 アドマイヤカグラ 栗 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .063    　             
新冠橋本牧場(新冠町) 0.0.0.0
落合幸弘
キンシャサノキセキ 牡3   

メリトリオ 丸山元気 賞賛すべき、価値のある（西）                                         
56.0 .120

8 17 アミーキティア 鹿 大竹正博           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(プリサイスエンド) 美浦 .091    　             
土居牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
ロードカナロア 牝3   

ラヴユアセルフ ★古川奈穂 自分を大切に                                         
50.0 .154

8 18 ラヴアンドフェイス 鹿 松永幹夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Corinthian) 栗東 .174    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)ｲﾝｾﾞﾙﾚｰｼﾝｸﾞ

小倉芝1200m種牡馬成績 （集計期間：2021.01.27～2023.01.26）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ロードカナロア 217  23  21  10 163 0.106 0.203
 2 ダイワメジャー 133  16  11   9  97 0.120 0.203
 3 ミッキーアイル  70   5   5   8  52 0.071 0.143
 4 モーリス  68   5   5   4  54 0.074 0.147
 5 ルーラーシップ  56   4   6   7  39 0.071 0.179

枠番別３着内率
　　（枠番）
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2023年1月29日（日）　1回小倉6日 5R メイクデビュー小倉 サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢 1200m　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。


