
2020年11月23日（祝）　5回東京7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 （混合）［指定］ 馬齢

1400m　芝・左
基　準 良　 1:23.9
タイム 重不 1:25.5

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534  8  444  4  345  3  435  3
レースラップ傾向：MMM 15  SMM  8  SSM  5  MMS  5
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ノヴェリスト 牝2   

ヤマニンアマルタス 柴田大知 冠名＋黄色い花を咲かせる植物名                                         
54.0 .088

1 1 ヤマニンアストレア 黒鹿 粕谷昌央           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .045    　             
錦岡牧場(新冠町) 0.0.0.0
土井肇
マクフィ 牡2   

オニジオオタニ 菱田裕二 人名より＋人名より                                         
55.0 .154

1 2 サララ 黒鹿 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤベガ) 美浦 .062    　             
本間牧場(日高町) 0.0.0.0
高瀬真尚
トーセンラー 牡2   

サザンナイツ 津村明秀 南部の夜                                         
55.0 .171

2 3 トレサンセール 黒鹿 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(RipVanWinkle) 美浦 .131    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
ｼﾞｬｺﾓ(合)
モーリス 牡2   

ハコダテブショウ 石川裕紀 冠名＋武将                                         
55.0 .113

2 4 イチノヤジョウ 鹿 相沢郁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｱｼﾞｭﾃﾞｨｹｰﾃｨﾝｸﾞ) 美浦 .177    　             
中地 康弘(新冠町) 0.0.0.0
河内孝夫
リオンディーズ 牝2   

モーントシャイン 大野拓弥 月光（独）                                         
54.0 .137

3 5 レインボーデザイア 黒鹿 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Devil'sBag) 美浦 .143    　             
松本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
田頭勇貴
Frankel 牝2   

(外)オンラインドリーム 武豊 オンライン＋母名より                                         
54.0 .332

3 6 Danedream 黒鹿 武幸四郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Lomitas) 栗東 .245    　             
Teruya Yoshida(英) 0.0.0.0
吉田千津
Speightstown 牡2   

(外)ペルセウステソーロ 三浦皇成 ペルセウス座＋冠名                                         
55.0 .232

4 7 JanuaryJones 栗 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Shirocco) 美浦 .151    　             
Mr. & Mrs. Kenji Ryotoku 0.0.0.0
了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ヴァンセンヌ 牝2   

マントゥノン 木幡巧也 今（仏）                                         
54.0 .098

4 8 エイシンバーサス 黒鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファルブラヴ) 美浦 .122    　             
大北牧場(浦河町) 0.0.0.0
志村鑑彦
コパノリチャード 牡2   

セキノアトラス △山田敬 馬主名より＋ギリシャ神話の神の名より                                         
53.0 .065

5 9 レディセラヴィ 栗 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .056    　             
服部 牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
小関昭次
ヴィクトワールピサ 牝2   

ラブエターナル ◇藤田菜 永遠の愛                                         
52.0 .126

5 10 アイアンブリッジ 鹿 加藤和宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(トニービン) 美浦 .072    　             
上村 清志(新ひだか町) 0.0.0.0
ｵｰﾙﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞ
フェノーメノ 牝2   

キョウエイノータス ☆木幡育 冠名＋恐竜名より                                         
53.0 .077

6 11 パリスセイリュウ 鹿 中川公成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .156    　             
山岡牧場(新冠町) 0.0.0.0
田中晴夫
メイショウサムソン 牝2   

マリノアズラ 武士沢友 冠名＋イヴの娘の名                                         
54.0 .027

6 12 クラウンイヴ 黒鹿 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブラックタイド) 美浦 .056    　             
ｸﾗｳﾝ日高牧場(日高町) 0.0.0.0
和田志保
エイシンヒカリ 牡2   

ファステストシチー ☆菊沢一 最速＋冠名                                         
54.0 .058

7 13 プリンセスミユキ 芦 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ) 美浦 .158    　             
ｳﾞｪﾙｻｲﾕﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
(株)友駿ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
ノヴェリスト 牝2   

キタノフェスタ ▲秋山稔 冠名＋母母名の一部                                         
51.0 .110

7 14 レディパレード 黒鹿 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .038    　             
ｼﾝﾎﾞﾘ牧場(日高町) 0.0.0.0
北所直人
サクラオリオン せん2   

オオモリクン 黛弘人 人名より＋敬称                                         
55.0 .059

7 15 サクラエボル 黒鹿 中野栄治           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .127    　             
谷岡ｽﾀｯﾄ(新ひだか町) 0.0.0.0
友水達也
ブラックタイド 牝2   

リュクスフレンド 横山武史 冠名＋友人                                         
54.0 .197

8 16 ウェイクアップマギー 鹿 加藤士津           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Xaar) 美浦 .000    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
田畑憲士
トゥザワールド 牝2   

ティプシーワールド ☆菅原明 気分のいい世界                                         
53.0 .120

8 17 ホーリーブラウン 鹿 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .105    　             
坂東牧場(平取町) 0.0.0.0
吉田和美
エイシンフラッシュ 牡2   

ヴィーヴァライアン 内田博幸 冠名＋母母父名の一部                                         
55.0 .102

8 18 リメンバーメジロ 鹿 勢司和浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メジロベイリー) 美浦 .070    　             
山口 幸雄(様似町) 0.0.0.0
芹澤精一

東京芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2018.11.21～2020.11.20）
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  77   9  12  10  46 0.117 0.273
 2 ダイワメジャー  97   9   6   6  76 0.093 0.155
 3 ディープインパクト  46   5   7   5  29 0.109 0.261
 4 キンシャサノキセキ  48   5   3   3  37 0.104 0.167
 5 キングカメハメハ  17   5   0   0  12 0.294 0.294
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2020年11月23日（祝）　5回東京7日 6R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 （混合）［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。


