
2020年11月22日（日）　5回東京6日 6R メイクデビュー東京

東京 6
  発 走

 12:40
6R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 ［指定］ 馬齢

1600m　ダート・左
基　準 良　 1:39.7
タイム 重不 1:38.1

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 14  444  9  354  2  434  2
レースラップ傾向：MMM 15  SMM 12  MMS  7  MSM  4
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ジャスタウェイ 牝2   

オジョウサン ◇藤田菜 お嬢さん                                         
52.0 .126

1 1 エミネントシチー 栗 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .058    　             
Wing Farm(日高町) 0.0.0.0
村山忠弘
キングカメハメハ 牡2   

サトノバトラー 内田博幸 冠名＋人名より                                         
55.0 .102

1 2 ベルワトリング 鹿 堀宣行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Dushyantor) BL 美浦 .329    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)ｻﾄﾐﾎｰｽｶﾝﾊﾟﾆｰ
スマートファルコン 牡2   

キタノアヴァロン △山田敬 冠名＋近親の活躍馬名より                                         
53.0 .065

2 3 メジャービクトリー 栗 土田稔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヘクタープロテクター) 美浦 .083    　             
見上牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
北所直人
ヴァンセンヌ 牡2   

ルヴィアス 横山典弘 人名より                                         
55.0 .249

2 4 ロメラ 鹿 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .090    　             
原田 久司(新ひだか町) 0.0.0.0
小泉修
ドゥラメンテ 牡2   

フォーヴィスム 丸山元気 ２０世紀初頭にフランスで起こった絵画
運動。母名より連想

                                        
55.0 .154

3 5 アートプリンセス 栗 奥村武           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Officer) 美浦 .164    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｷｬﾛｯﾄﾌｧｰﾑ
アンライバルド 牡2   

コンピエーニュ ▲原優介 フランスの城の名                                         
52.0 .030

3 6 マリーアルーア 鹿 高橋祥泰           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .155    　             
ｻﾝｼｬｲﾝ牧場(日高町) 0.0.0.0
伊達敏明
トランセンド 牡2   

ダヴィンチ 石川裕紀 人名より                                         
55.0 .113

4 7 ブルーライトクロス 栗 相沢郁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファスリエフ) 美浦 .177    　             
ｼﾝﾕｳﾌｱｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
佐々木徹
タートルボウル 牡2   

ケイツーディナール 江田照男 冠名＋通貨名（アラブ地域など）                                         
55.0 .067

4 8 ハルダル 鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .067    　             
増本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
楠本勝美
アイルハヴアナザー 牡2   

ミチノシチリア 斎藤新 冠名＋イタリアの地名                                         
54 .140

5 9 シチリアーナ 鹿 中野栄治           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メイショウオウドウ) 美浦 .127    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
鈴木道雄
スマートファルコン 牡2   

コカゲ 北村宏司 織田信長の愛馬名                                         
55.0 .132

5 10 エネルバ 鹿 勢司和浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ミラクルアドマイヤ) 美浦 .070    　             
西川富岡牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
油木大樹
エイシンフラッシュ 牡2   

キタノラディウス 武士沢友 冠名＋近親の活躍馬名より                                         
55.0 .027

6 11 ソリッドリーズン 鹿 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 美浦 .038    　             
沖田 博志(新ひだか町) 0.0.0.0
北所直人
ホッコータルマエ 牝2   

キアヌマウナ 黛弘人 山から吹く涼しい風＋山（ハワイ語）。母
名及び父名より連想

                                        
54.0 .059

6 12 ルヴァンクレール 鹿 和田雄二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(DanehillDancer) 美浦 .100    　             
市川ﾌｱｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾀｰﾌ･ｽﾎﾟｰﾄ
アドマイヤムーン 牝2   

キタノスウォード ▲秋山稔 冠名＋近親の活躍馬名より                                         
51.0 .110

7 13 スイートプラド 黒鹿 萱野浩二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ElPrado) 美浦 .112    　             
ｼﾝﾎﾞﾘ牧場(日高町) 0.0.0.0
北所直人
ジャスタウェイ 牡2   

ヴォイス 杉原誠人 声                                         
55.0 .078

7 14 ココロノスポーツ 鹿 宮田敬介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Monarchos) 美浦 .155    　             
山野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
竹下浩一
ホッコータルマエ 牡2   

カンリンポチェ 田辺裕信 山岳巡礼の地の名。父母名より連想                                         
55.0 .211

8 15 レゾリューション 鹿 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(カリズマティック) 美浦 .182    　             
大島牧場(浦河町) 0.0.0.0
窪田芳郎
アロマカフェ 牡2   

カフェアヴニール 松岡正海 冠名＋未来（仏）                                         
55.0 .066

8 16 ブランフィル 青鹿 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アフリート) 美浦 .230    　             
前山 友厚(新ひだか町) 0.0.0.0
西川光一

東京ダート1600m種牡馬成績 （集計期間：2018.11.20～2020.11.19）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ヘニーヒューズ 127  20  14  15  78 0.157 0.268
 2 ゴールドアリュール  98  11   5  11  71 0.112 0.163
 3 パイロ  61   9   4   5  43 0.148 0.213
 4 キングカメハメハ  73   8   8   6  51 0.110 0.219
 5 ロードカナロア  59   8   5   4  42 0.136 0.220
 6 アイルハヴアナザー  71   6   3   7  55 0.085 0.127
 7 キンシャサノキセキ  41   6   3   0  32 0.146 0.220
 8 ハーツクライ  50   6   1   6  37 0.120 0.140
 9 キズナ  32   5   3   2  22 0.156 0.250
10 ヴァーミリアン  51   4   4   3  40 0.078 0.157
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2020年11月22日（日）　5回東京6日 6R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 ［指定］ 馬齢 1600m　ダート・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。


