
2020年11月21日（土）　5回東京5日 5R メイクデビュー東京

東京 5
  発 走

 12:05
5R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 牝 ［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 12  434  8  444  8  345  5
レースラップ傾向：MMM 24  SSM 11  MSM  8  SMM  8
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ハービンジャー 牝2   

グローリアステラ ☆菅原明 冠名＋地球（ラテン語）                                         
53.0 .120

1 1 クラッシュオンユー 栗 土田稔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .083    　             
ﾉｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ(日高町) 0.0.0.0
日下部勝徳
グラスワンダー 牝2   

ハルハヤテ 丹内祐次 春特有の烈風。春に激しく吹き起こる風                                         
54.0 .100

1 2 コスモアンダルシア 鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤマックス) 美浦 .143    　             
新井 昭二(日高町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ゴスホークケン 牝2   

リワードカロン 江田照男 冠名＋究極的な美（古代ギリシャ語）                                         
54.0 .067

2 3 ミラクルラヴィ 黒鹿 藤原辰雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スズカフェニックス) 美浦 .059    　             
天羽 禮治(日高町) 0.0.0.0
宮崎忠比古
ブラックタイド 牝2   

シーズナルウィンド 石川裕紀 季節風                                         
54.0 .113

2 4 パルストリーナ 青鹿 相沢郁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Medagliad'Oro) 美浦 .177    　             
ﾌｼﾞﾜﾗﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)ﾌｼﾞﾜﾗ･ﾌｧｰﾑ
Nyquist 牝2   

アリエノール 横山典弘 人名より。ヨーロッパの祖母と呼ばれた
女性より

                                        
54.0 .249

3 5 ランドオーバーシー 鹿 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(BellamyRoad) 美浦 .145    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
村野康司
エイシンフラッシュ 牝2   

ザイグザンプル 大野拓弥 母名より                                         
54.0 .137

3 6 ネオイグザンプル 青鹿 田中清隆           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .094    　             
服部 牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
嶋田賢
エイシンヒカリ 牝2   

ベルニアイニキテ 木幡巧也 冠名＋会いに来て                                         
54.0 .098

4 7 ゴーバンズ 黒鹿 新開幸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .118    　             
五丸農場(新冠町) 0.0.0.0
子安裕樹
ディープインパクト 牝2   

レフトゥバーズ 横山武史 残り物                                         
54.0 .197

4 8 テルアケリー 黒鹿 萩原清           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Tapit) 美浦 .214    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
池谷誠一
ハーツクライ 牝2   

チュウワエンジェル 浜中俊 冠名＋天使                                         
54.0 .184

5 9 エレクトラム 鹿 大久保龍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HighChaparral) 栗東 .000    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
中西忍
カレンブラックヒル 牝2   

ジオパークフローラ ☆菊沢一 大地の公園＋植物                                         
53.0 .058

5 10 キタサンエデン 鹿 柄崎孝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .052    　             
様似共栄牧場(様似町) 0.0.0.0
小関勝紀
トゥザワールド 牝2   

ムティ 武士沢友 木（スワヒリ語）                                         
54.0 .027

6 11 レッドスピリッツ 鹿 堀井雅広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .104    　             
木部ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
木部厳生
スクリーンヒーロー 牝2   

ホウオウツインクル 津村明秀 冠名＋きらめく                                         
54.0 .171

6 12 ツインクルスター 栗 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .121    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
小笹芳央
リオンディーズ 牝2   

エアリエル 北村宏司 物語の登場する空気の妖精                                         
54.0 .132

7 13 ストリートスタイル 黒鹿 古賀慎明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤベガ) 美浦 .200    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
村野康司
ハービンジャー 牝2   

アスターベルデ 石橋脩 冠名＋緑色（西）                                         
54.0 .173

7 14 アスターヒューモア 黒鹿 中竹和也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(MoreThanReady) 栗東 .149    　             
ｽﾏｲﾙﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
加藤久枝
ディープインパクト 牝2   

ビューティフルデイ 田辺裕信 きれいな日                                         
54.0 .211

7 15 マルケサ 鹿 国枝栄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Kingmambo) 美浦 .262    　             
ﾀｲﾍｲ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾀｲﾍｲ牧場
ヴァンセンヌ 牝2   

ファユエン 宮崎北斗 花園（中国語）。父名、父母名より連想                                         
54.0 .058

8 16 サクラパピルス 鹿 伊坂重信           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスデジタル) 美浦 .029    　             
谷岡ｽﾀｯﾄ(新ひだか町) 0.0.0.0
谷岡毅
リオンディーズ 牝2   

ジャンドゥーヤ 三浦皇成 チョコレートの一種。馬に対するスイー
トな応援の愛情

                                        
54.0 .232

8 17 ツルマルオトメ 青 松田国英           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 栗東 .251    　             
恵比寿興業株式会社那須野 0.0.0.0
(株)ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ
ロードカナロア 牝2   

エンピレオ Mﾃﾞﾑｰﾛ 至高天（伊）。スピ－ドの至高天を目指し
て

                                        
54.0 .219

8 18 マチカネハヤテ 鹿 菊沢隆徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .163    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ

東京芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2018.11.19～2020.11.18）
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 148  22  11  14 101 0.149 0.223
 2 ルーラーシップ  63   9   5   4  45 0.143 0.222
 3 ロードカナロア  93   7  11   9  66 0.075 0.194
 4 エピファネイア  42   6   2   3  31 0.143 0.190
 5 キングカメハメハ  43   5   8   3  27 0.116 0.302

枠番別３着内率
　　（枠番）
（３着内率）
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2020年11月21日（土）　5回東京5日 5R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 牝 ［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。


