
2020年10月25日（日）　4回東京6日 4R メイクデビュー東京

東京 4
  発 走

 11:25
4R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 （混合）［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 13  MMS  9  SMM  9  SSM  8
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エイシンフラッシュ 牡2   

シエルグリーン 石川裕紀 空（仏）＋冠名                                         
55.0 .116

1 1 レディーダービー 鹿 相沢郁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .186    　             
本間牧場(日高町) 0.0.0.0
斎藤光政
ダンカーク 牡2   

リカバリーショット 水口優也 ゴルフでミスショットの後のナイスショ
ットのこと

                                        
55.0 .088

1 2 シャープナー 芦 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スニッツェル) 美浦 .071    　             
ｶﾅｲｼｽﾀｯﾄﾞ(浦河町) 0.0.0.0
吉田勝利
ゴールドアリュール 牡2   

ノアムサシ 柴田善臣 冠名＋人名より                                         
55.0 .141

2 3 ノアスカーレット 鹿 大江原哲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .132    　             
ｽｶﾞﾀ牧場(平取町) 0.0.0.0
佐山公男
ゴールドシップ 牡2   

ドラコテソーロ 木幡巧也 りゅう座＋冠名                                         
55.0 .098

2 4 ショウナンアオバ 芦 加藤和宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .069    　             
大北牧場(浦河町) 0.0.0.0
了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ロードカナロア 牡2   

キョウジ 藤岡康太 矜持。自信と誇り                                         
55.0 .158

3 5 ムーンライトダンス 黒鹿 友道康夫           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Sinndar) 栗東 .287    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)Gﾘﾋﾞｴｰﾙ･ﾚｰｼﾝｸﾞ
ディープインパクト 牝2   

アルコディオーサ 田辺裕信 弧（伊）＋女神（西）                                         
54.0 .213

3 6 ナスケンアイリス 鹿 手塚貴久           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .206    　             
桜井牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾋﾀﾞｶ･ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ
ドゥラメンテ 牝2   

スノームーン 横山典弘 冬の満月                                         
54.0 .251

4 7 ドルドラムズ 鹿 萩原清           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Bernardini) 美浦 .219    　             
日高大洋牧場(日高町) 0.0.0.0
(株)NICKS
バゴ 牝2   

マハーゼディー 的場勇人 ミャンマーにある仏塔名より                                         
54.0 .049

4 8 ヨンハ 鹿 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヨハネスブルグ) 美浦 .071    　             
佐々木牧場(青森県) 0.0.0.0
成瀬篤司
LordKanaloa 牝2   

(外)ドンナセレーノ 石橋脩 貴婦人（伊）＋晴れ（伊）。晴れ女                                         
54.0 .164

5 9 NuovoRecord 鹿 安田翔伍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Heart'sCry) 栗東 .204    　             
Hara Reiko Racing Co. Lt 0.0.0.0
原禮子
モンテロッソ 牡2   

コスモヴィテス 黛弘人 冠名＋速度（仏）                                         
55.0 .050

5 10 スズカグリーン 黒鹿 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 美浦 .141    　             
稲原牧場(平取町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
リオンディーズ 牡2   

マミリアス 野中悠太 冬物語に登場する人物名。父名からの連
想

                                        
55.0 .064

6 11 ハニーハント 青鹿 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンドスウィープ) 美浦 .057    　             
中山 高鹿康(新冠町) 0.0.0.0
広尾ﾚｰｽ(株)
ハーツクライ 牡2   

ヴィスコンティ 武藤雅 人名より                                         
55.0 .126

6 12 スカイノダン 鹿 中竹和也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 栗東 .156    　             
桑田牧場(浦河町) 0.0.0.0
加藤誠
ジョーカプチーノ 牡2   

サンデイビス 松岡正海 太陽＋アメリカの都市                                         
55.0 .066

7 13 ピントゥハティ 芦 小野次郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .107    　             
ｹｲｽﾞ(日高町) 0.0.0.0
(株)加藤ｽﾃｰﾌﾞﾙ
オルフェーヴル 牡2   

ホウオウヴォーヌ 岩田望来 冠名＋フランスの地名より                                         
55.0 .179

7 14 ヴンダーゾンネ 栗 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(グラスワンダー) 美浦 .150    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
小笹芳央
ゴールドシップ 牝2   

キュンストラー 柴田大知 芸術家（独）                                         
54.0 .090

8 15 マイネグレヴィル 芦 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .153    　             
ﾌﾞﾙｰｽﾀｰｽﾞﾌｧｰﾑ(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
ブラックタイド 牡2   

ウインアガラス 大野拓弥 冠名＋海流名                                         
55.0 .138

8 16 アルカイックレディ 鹿 高木登           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Mr.Greeley) 美浦 .189    　             
梅田牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)ｳｲﾝ
ヴィクトワールピサ 牡2   

チキウボウエイグン 江田照男 地球防衛軍、母名より連想                                         
55.0 .070

8 17 チキウミサキ 黒鹿 牧田和弥           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メイショウボーラー) 栗東 .091    　             
ｶﾅｲｼｽﾀｯﾄﾞ(浦河町) 0.0.0.0
三宅勝俊

東京芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2018.10.23～2020.10.22）
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 151  24  11  12 104 0.159 0.232
 2 ルーラーシップ  58   9   6   4  39 0.155 0.259
 3 ロードカナロア  90   8  11   9  62 0.089 0.211
 4 ハーツクライ  73   7   7  11  48 0.096 0.192
 5 ダイワメジャー  52   7   4   4  37 0.135 0.212
 6 ヴィクトワールピサ  53   6   5   6  36 0.113 0.208
 7 キングカメハメハ  41   5   7   2  27 0.122 0.293
 8 オルフェーヴル  65   4   6   3  52 0.062 0.154
 9 エピファネイア  30   4   1   1  24 0.133 0.167
10 スクリーンヒーロー  40   3   5   7  25 0.075 0.200
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2020年10月25日（日）　4回東京6日 4R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 （混合）［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。


