
2020年10月17日（土）　4回東京3日 5R メイクデビュー東京

東京 5
  発 走

 12:35
5R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 ［指定］ 馬齢

1600m　芝・左
基　準 良　 1:36.9
タイム 重不 1:38.6

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 11  444  8  434  7  544  5
レースラップ傾向：MMM 14  MMS  9  SMM  9  SSM  8
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トゥザワールド 牡2   

ワールドマックス 内田博幸 父名の一部＋極限、頂上                                         
55.0 .104

1 1 ヒシクリッパー 青鹿 竹内正洋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 美浦 .188    　             
上井農場(新冠町) 0.0.0.0
池田草龍
オルフェーヴル 牡2   

イタリアンゴールド 嘉藤貴行 イタリアの黄金                                         
55.0 .047

1 2 スワンソング 栗 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Singspiel) 美浦 .080    　             
二風谷ﾌｧｰﾑ(平取町) 0.0.0.0
増田和啓
エイシンヒカリ 牡2   

ウェイオブライト 大野拓弥 光の道                                         
55.0 .137

2 3 ザッツザウェイ 芦 高木登           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フサイチコンコルド) 美浦 .194    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
岡田牧雄
ブラックタイド 牝2   

ヤマニンカンノーリ 田中勝春 冠名＋イタリアの菓子名                                         
54.0 .107

2 4 ヤマニンティアモ 鹿 粕谷昌央           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .050    　             
錦岡牧場(新冠町) 0.0.0.0
土井肇
ミッキーアイル 牡2   

ラナチャンス 和田竜二 勝負に出る                                         
55.0 .175

3 5 バイカターキン 鹿 高木登           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .194    　             
梅田牧場(浦河町) 0.0.0.0
西森功
ワールドエース 牡2   

ココリホウオウ 北村宏司 冠名＋鳳凰（伝説の鳥）                                         
55.0 .124

3 6 フレイムミーティア 鹿 古賀慎明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾗｲﾄ) 美浦 .199    　             
高橋ﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
美崎光二郎
モーリス 牝2   

ピクシーカット 横山和生 女性の髪形の一種                                         
54.0 .128

4 7 ピクシーダスト 黒鹿 黒岩陽一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .092    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田照哉
マツリダゴッホ 牝2   

ウィスク 三浦皇成 ワルツのステップの一種                                         
54.0 .239

4 8 マツリダワルツ 黒鹿 小島茂之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(チーフベアハート) 美浦 .126    　             
様似堀牧場(様似町) 0.0.0.0
(株)ﾛｰﾄﾞﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
ベーカバド 牡2   

ホークピラー 柴田大知 鷹柱。母名の一部より連想。流れに乗っ
て上に昇って欲しいので

                                        
55.0 .093

5 9 スカイホークアイ 鹿 佐藤吉勝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(バブルガムフェロー) 美浦 .030    　             
三石ﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ
ロードカナロア 牡2   

ヴィクトゥーラ Mﾃﾞﾑｰﾛ 生きる（ラテン語）                                         
55.0 .219

5 10 グローリアスローズ 黒鹿 金成貴史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ﾛｯｸｵﾌﾞｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀﾙ) 美浦 .149    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
近藤英子
エイシンヒカリ 牡2   

クレイジーリッチ 武士沢友 驚くほどの金持ち                                         
55.0 .030

6 11 エーシンマンターナ 栗 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Mr.Greeley) 美浦 .050    　             
信岡牧場(浦河町) 0.0.0.0
江川伸夫
エイシンフラッシュ 牡2   

トピックス 丸山元気 話題となる馬に                                         
55.0 .145

6 12 リュナティク 鹿 勢司和浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .078    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
齋藤秀昭
ハービンジャー 牝2   

ゴートゥーヘヴン 木幡巧也 行く＋冠名                                         
54.0 .098

7 13 スーパールミナル 黒鹿 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .110    　             
恵比寿興業株式会社那須野 0.0.0.0
天堀忠博
ドゥラメンテ 牡2   

スカリーワグ 北村友一 腕白。父名より連想                                         
55.0 .197

7 14 ジプシーマイラブ 栗 藤原英昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Manduro) 栗東 .209    　             
長浜牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
ゴールドシップ 牝2   

ガンバンテイン 宮崎北斗 北欧神話に登場する魔法の杖                                         
54.0 .060

7 15 コスモオヌール 芦 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Dunkirk) 美浦 .211    　             
ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ドゥラメンテ 牝2   

クリーンスイープ 川田将雅 圧倒的な勝利                                         
54.0 .468

8 16 スイープトウショウ 鹿 国枝栄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンドスウィープ) 美浦 .248    　             
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
カジノドライヴ 牝2   

ルージュシャルマン 武藤雅 冠名＋魅力的（仏）。ファンの目を引き
つけ夢中にさせる

                                        
54.0 .126

8 17 レッドセイリング 鹿 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .156    　             
杵臼牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)東京ﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ
エピファネイア 牝2   

ミヤビハイディ 吉田豊 冠名＋女性名                                         
54.0 .117

8 18 ミヤビキラメキ 黒鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .147    　             
静内白井牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
村上義勝

東京芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2018.10.15～2020.10.14）
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 155  23  12  13 107 0.148 0.226
 2 ハーツクライ  77   9   7  13  48 0.117 0.208
 3 ルーラーシップ  60   9   6   4  41 0.150 0.250
 4 ダイワメジャー  53   8   4   4  37 0.151 0.226
 5 ロードカナロア  92   7  12   9  64 0.076 0.207

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）
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2020年10月17日（土）　4回東京3日 5R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 ［指定］ 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。


