
2020年10月18日（日）　4回東京4日 4R メイクデビュー東京

東京 4
  発 走

 11:20
4R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 牝 ［指定］ 馬齢

1400m　芝・左
基　準 良　 1:23.9
タイム 重不 1:25.6

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 10  444  4  335  3  345  3
レースラップ傾向：MMM 14  SMM  8  SSM  6  MMS  6
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1行目＝開催日 指数 馬場差（速、平、遅）開催地          2行目＝レース名　レーティング　クラス  3行目＝着順　頭数・馬番・人気　内外
4行目＝馬体重・増減　騎手・斤量　２、３、４角通過順位  5行目＝距離・コース・馬場状態　タイム　上がり３Ｆ 
6行目＝レースペース前3F・中間・後3F(H速い、M平均、S遅い)　前後半３Ｆﾀｲﾑ  展開係数　ｽﾀｰﾄ～4角・3角～4角・後3F(5～1)  上り３Ｆ順位
　レース上り３Ｆタイム　-　当該馬の上り３Ｆタイム　＞ 0.5　の場合赤字 　　　7行目＝１着馬又は２着馬（着差）　１、２、３着馬の脚質

         前走          前々走          3走前          4走前          5走前

トーセンジョーダン 牝2   

ナイアレ 田中勝春 ナイス（Ｎｉｃｅ）より＋アレンジ（Ａ
ｒｒａｎｇｅ）より

                                        
54.0 .107

1 1 アドマイヤラブ 鹿 柄崎孝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .058    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)辻牧場
エスケンデレヤ 牝2   

ペイシャレン 伊藤工真 冠名＋母名より                                         
54.0 .086

1 2 バイカオウレン 栗 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .067    　             
ﾆｼｹﾝﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
北所直人
ロジユニヴァース 牝2   

ロジプリン 松若風馬 冠名＋母名より                                         
54.0 .126

2 3 ロジプリンセス 鹿 古賀慎明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .199    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
久米田正明
ドゥラメンテ 牝2   

アオイシチフク 北村宏司 冠名＋七福                                         
54.0 .124

2 4 マダムチェロキー 黒鹿 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(CherokeeRun) 美浦 .241    　             
市川ﾌｱｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
鈴木照雄
カレンブラックヒル 牝2   

ペイシャケイティー ▲山田敬 冠名＋母母母名より                                         
51.0 .062

3 5 ヒシシャトル 黒鹿 土田稔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ボストンハーバー) 美浦 .093    　             
ｶﾐｲｽﾀｯﾄ(新冠町) 0.0.0.0
北所直人
エイシンヒカリ 牝2   

シルミーヌ ☆木幡育 自分を輝かせる、自ら輝く（仏）                                         
53.0 .078

3 6 ホットサマーデイ 黒鹿 田中剛           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アポインテッドデイ) 美浦 .151    　             
村上 欽哉(新冠町) 0.0.0.0
市瀬章
リオンディーズ 牝2   

トミケンサルタール 石川裕紀 冠名＋跳ぶ、跳ねる（西）                                         
54.0 .114

4 7 キャリーウェーブ 黒鹿 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .092    　             
片山牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
冨樫賢二
ノヴェリスト 牝2   

リテラチュア 石橋脩 文学、文芸                                         
54.0 .165

4 8 サニーデイサンデー 青鹿 竹内正洋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 美浦 .188    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田照哉
メイショウボーラー 牝2   

キャットリング 岩田康誠 ネコの指輪                                         
54.0 .170

5 9 キネオソレイユ 青鹿 深山雅史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .074    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
榊原浩一
ドゥラメンテ 牝2   

アララト 柴田大知 トルコにある山の名前。ノアの箱舟が流
れ着いたとされる山

                                        
54.0 .093

5 10 シャインエフォート 青鹿 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(バブルガムフェロー) 美浦 .157    　             
大江牧場(日高町) 0.0.0.0
岡田繁幸
ヴィクトワールピサ 牝2   

カゼノシルエット ▲原優介 風の＋輪郭（仏）                                         
51.0 .032

6 11 レディアモーレ 栗 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .059    　             
嶋田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
福田光博
ドゥラメンテ 牝2   

キッズリッカリッカ 木幡巧也 冠名＋さあ行こう（沖縄方言）                                         
54.0 .098

6 12 ヤマノラヴ 黒鹿 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 美浦 .110    　             
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
瀬谷隆雄
トーセンラー 牝2   

ロックンハニー 横山和生 ロック＋母名の一部                                         
54.0 .128

7 13 ダイナマイトハニー 鹿 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイナマイトメール) 美浦 .118    　             
小野瀬 竜馬(清水町) 0.0.0.0
(株)ﾘﾄﾙﾌﾞﾙｰﾌｧｰﾑ
メイショウボーラー 牝2   

ジューンメモリー 武士沢友 冠名＋思い出                                         
54.0 .030

7 14 シオサイ 黒鹿 堀井雅広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファスリエフ) 美浦 .104    　             
澤井 義一(様似町) 0.0.0.0
吉川潤
リアルインパクト 牝2   

ゼンダンツバキ 柴田善臣 冠名＋椿                                         
54.0 .138

7 15 キープザサミット 黒鹿 勢司和浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(チチカステナンゴ) 美浦 .078    　             
ｶﾐｲｽﾀｯﾄ(新冠町) 0.0.0.0
渡邊善男
ダイワメジャー 牝2   

メインターゲット 内田博幸 主な目標                                         
54.0 .104

8 16 ヒシシルバーメイド 栗 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SilverDeputy) 美浦 .118    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田千津
エピファネイア 牝2   

ベッラノーヴァ 丸山元気 母名の一部＋新星（伊）                                         
54.0 .145

8 17 ベッラレジーナ 鹿 金成貴史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .149    　             
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
ロージズインメイ 牝2   

ウインレプロット 野中悠太 冠名＋ウサギ（伊）                                         
54.0 .063

8 18 コスモラパン 青鹿 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スクリーンヒーロー) 美浦 .157    　             
ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｳｲﾝ

東京芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2018.10.16～2020.10.15）
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  80  11  12  10  47 0.138 0.288
 2 ダイワメジャー  92   8   5   7  72 0.087 0.141
 3 ディープインパクト  44   5   5   4  30 0.114 0.227
 4 ハーツクライ  36   5   3   5  23 0.139 0.222
 5 キンシャサノキセキ  60   5   3   5  47 0.083 0.133

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）

1 2 3 4 5 6 7 8
26 25 21 13 16 18 17 16

2020年10月18日（日）　4回東京4日 4R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 牝 ［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。


