
2020年10月11日（日）　4回東京2日 4R メイクデビュー東京

東京 4
  発 走

 11:45
4R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 ［指定］ 馬齢

1400m　芝・左
基　準 良　 1:23.9
タイム 重不 1:25.7

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 11  444  4  335  3  345  3
レースラップ傾向：MMM 15  SMM  8  MMS  6  SSM  6
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キンシャサノキセキ 牝2   

フィエゾン 大野拓弥 展葉（仏）。植物が葉を展開すること                                         
54.0 .137

1 1 ドライアッド 青 加藤士津           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(トニービン) 美浦 .000    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田照哉
エイシンフラッシュ 牡2   

エイムトゥルー 戸崎圭太 正確に狙う。母名より連想                                         
55.0 .285

1 2 ロフティーエイム 青鹿 奥村武           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .181    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
吉田晴哉
ダノンシャーク 牡2   

ロケーション 嘉藤貴行 野外撮影、ロケ地                                         
55.0 .050

2 3 トシザユカ 鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .068    　             
浦河小林牧場(浦河町) 0.0.0.0
畑佐博
ホッコータルマエ 牝2   

ショウユアセルフ 野中悠太 曲名                                         
54.0 .062

2 4 ウーマンインレッド 黒鹿 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 美浦 .060    　             
対馬 正(新冠町) 0.0.0.0
(有)和田牧場
ゴールドシップ 牝2   

シュアーヴアリア Cﾙﾒｰﾙ 心地よい（仏）＋メロディ（伊）。母名
より連想

                                        
54.0 .432

3 5 スズノネイロ 黒鹿 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(デュランダル) 美浦 .160    　             
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(浦河町) 0.0.0.0
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(株)
トーセンホマレボシ 牝2   

デモネタブンキット ▲原優介 でもね、たぶん、きっと                                         
51.0 .033

3 6 コンパクトモデル 黒鹿 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(カンパニー) 美浦 .168    　             
村上 欽哉(新冠町) 0.0.0.0
薗部博之
フリオーソ 牝2   

ペイシャクェーサー 津村明秀 冠名＋母名の一部                                         
54.0 .166

4 7 スズカクエーサー 鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 美浦 .068    　             
赤石牧場(平取町) 0.0.0.0
北所直人
ジョーカプチーノ 牝2   

ゲツレンカ 石川裕紀 曲名。母系より連想                                         
54.0 .115

4 8 バーニングハート 黒鹿 堀井雅広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ストラヴィンスキー) 美浦 .108    　             
村上 欽哉(新冠町) 0.0.0.0
吉田好雄
ジャングルポケット 牝2   

ハッピーモンチャン 井上敏樹 幸せ＋母名の一部＋敬称                                         
54.0 .023

5 9 モンレーヴリアン 鹿 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .060    　             
山田 政宏(日高町) 0.0.0.0
大田恭充
タートルボウル 牡2   

ブラウンザウバー ▲小林凌 冠名＋綺麗（独）                                         
52.0 .060

5 10 ミヤビキャッスル 栗 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .093    　             
金石牧場(浦河町) 0.0.0.0
ｷｬﾋﾟﾀﾙｸﾗﾌﾞ
ガルボ 牝2   

ラズベリーラバー 伊藤工真 ラズベリー＋恋人                                         
54.0 .087

6 11 アドリアーネ 黒鹿 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 美浦 .099    　             
ｻﾝｺｳ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
石川秀守
ワールドエース 牝2   

マエストリーナ 江田照男 女性指揮者（ポルトガル語）                                         
54.0 .069

6 12 ラッシュストーム 鹿 佐藤吉勝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ザール) 美浦 .031    　             
武 牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
平本敏夫
キンシャサノキセキ 牡2   

ハローマイキー 内田博幸 こんにちは＋人名より                                         
55.0 .104

7 13 キトゥンズグレイス 鹿 黒岩陽一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Kitten'sJoy) 美浦 .097    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
小林誠
フェノーメノ 牡2   

ハンデンミラクル 岩部純二 冠名＋奇跡                                         
55.0 .045

7 14 ネオマックイーン 芦 加藤和宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メジロマックイーン) 美浦 .067    　             
村上 進治(新冠町) 0.0.0.0
坂田行夫
ハーツクライ 牝2   

アーティフィス 田辺裕信 策略                                         
54.0 .210

7 15 ディアマンティナ 黒鹿 栗田徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SeekingtheGold) 美浦 .158    　             
下屋敷牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
ﾙｼﾐｴﾝﾄ
ジョーカプチーノ 牡2   

マイネルニゲラ 柴田大知 冠名＋４月２１日の誕生花。花言葉は「
ひそかな喜び」

                                        
55.0 .097

8 16 シーナリー 鹿 小笠倫弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ScatDaddy) 美浦 .123    　             
石郷岡 五月(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ･ﾗﾌｨｱﾝ
トーセンラー 牡2   

ジャガード Mﾃﾞﾑｰﾛ 織機を使い、模様を直接編み込んだ柄織                                         
55.0 .216

8 17 オーガンディー 芦 和田雄二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .103    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
栗坂崇
ブラックタイド 牡2   

ギルベルト 武藤雅 輝かしい願い（古ドイツ語）という意味
を持つ人名より

                                        
55.0 .128

8 18 ホワイトウォーター 黒鹿 武藤善則           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Forestry) 美浦 .130    　             
的場牧場(新冠町) 0.0.0.0
落合幸弘

東京芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2018.10.09～2020.10.08）
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  79  11  12  10  46 0.139 0.291
 2 ダイワメジャー  93   8   6   8  71 0.086 0.151
 3 ハーツクライ  35   5   3   5  22 0.143 0.229
 4 キンシャサノキセキ  56   5   3   4  44 0.089 0.143
 5 トーセンホマレボシ  26   5   1   0  20 0.192 0.231

枠番別３着内率
　　（枠番）
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2020年10月11日（日）　4回東京2日 4R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 ［指定］ 馬齢 1400m　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。


