
2020年11月28日（土）　5回東京8日 5R メイクデビュー東京

東京 5
  発 走

 12:10
5R 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 12  434  8  444  8  345  5
レースラップ傾向：MMM 25  SSM 10  MSM  8  SMM  8

枠

番

馬

番

本

紙

父 性年齢
　　馬　　名
母 毛色
(母の父)
生産/馬主

脚質
単オッズ

予想指数
騎　　手
厩　　舎
全 成 績
賞　　金

連対馬重/斤量

芝1600最高
10̃12月成績

指
数

展
開

対
戦

適
性

条
変

平地競走成績

場　

所　

別成

　績

左から123着

　4着以下

　重は

　重と不良

距　

離　

別成

　績

　　芝 1600m
　　芝 1200m
　　芝 1400m
　　芝 1800m
　　芝 2000m

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

エピファネイア 牝2   

ビップアトレー 武藤雅 冠名＋魅力的（仏）                                         
54.0 .127

1 1 ビップピュアレディ 栗 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .085    　             
坂東牧場(平取町) 0.0.0.0
鈴木邦英
ノヴェリスト 牝2   

マンゴーラッシー ☆木幡育 マンゴーラッシー                                         
53.0 .076

1 2 ミリオンセラー 鹿 大江原哲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .129    　             
前田ﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
田頭勇貴
ジャスタウェイ 牡2   

マイネルオラトリオ 柴田大知 冠名＋聖譚曲（伊）                                         
55.0 .085

2 3 グリューネワルト 鹿 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .148    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ･ﾗﾌｨｱﾝ
ルーラーシップ 牝2   

シャインユニバンス ☆菅原明 輝く＋冠名                                         
53.0 .116

2 4 メテオーリカ 鹿 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .182    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
亀井哲也
ルーラーシップ 牝2   

ブライズルーム ◇藤田菜 結婚式当日に新婦が身支度を整える部屋                                         
52.0 .123

3 5 コパノオーシャンズ 黒鹿 竹内正洋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .187    　             
ﾔﾅｶﾞﾜ牧場(日高町) 0.0.0.0
(有)ﾔﾅｶﾞﾜ牧場
ミッキーアイル 牡2   

スズロビンソン 武士沢友 冠名＋人名より                                         
55.0 .032

3 6 キュルミナン 鹿 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .158    　             
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(浦河町) 0.0.0.0
森達郎
アドマイヤムーン 牡2   

スノームーンライト 吉田豊 雪＋月光                                         
55.0 .122

4 7 ヒカルユメアカリ 黒鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .145    　             
宇南山牧場(むかわ町) 0.0.0.0
堀江貞幸
フェノーメノ 牝2   

ピュアシークレット 井上敏樹 純粋な秘密                                         
54.0 .036

4 8 シークレットベース 黒鹿 和田正一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(テレグノシス) 美浦 .000    　             
柏木 一則(新冠町) 0.0.0.0
山口春夫
トゥザワールド 牝2   

マスカリンラン 石橋脩 男勝りの走り、勇敢な走り                                         
54.0 .172

5 9 バトルサクヤビメ 黒鹿 尾形和幸           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .117    　             
西村牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
岡村善行
ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 牡2   

ブーケオブアイリス 横山典弘 ブーケ＋母名の一部。母名より連想                                         
55.0 .247

5 10 クイーンアイリス 黒鹿 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .108    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
小林善一
エピファネイア 牝2   

スマイルフェアリー 戸崎圭太 笑顔＋妖精。母名より連想                                         
54.0 .270

6 11 テンシノホホエミ 青 尾関知人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .163    　             
浜本牧場(日高町) 0.0.0.0
飯田真也
ドゥラメンテ 牡2   

エクセルローグ 横山武史 冠名＋ならず者                                         
55.0 .199

6 12 シルバーストリーク 青鹿 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .073    　             
小泉 学(新冠町) 0.0.0.0
谷川正純
ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 牝2   

アイアンフラワー △山田敬 冠名＋花                                         
52.0 .063

7 13 アイアンクリッパー 黒鹿 南田美知           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .000    　             
ｸﾞﾛｰﾘｰﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
池上一馬
ドゥラメンテ 牡2   

ジャングルキング Cﾙﾒｰﾙ ジャングルの王                                         
55.0 .441

7 14 ｼｰｽﾞｵｰﾙｴﾙﾃｨｯｼｭ 鹿 木村哲也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Eltish) 美浦 .265    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
清家聖仁
アドマイヤムーン 牡2   

ペガサステソーロ ▲原優介 ペガサス座＋冠名                                         
52.0 .036

8 15 ルンバブギー 鹿 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(RainbowQuest) 美浦 .148    　             
藤本ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ディープブリランテ 牡2   

ディープアゲイン 石川裕紀 父名の一部＋再び                                         
55.0 .110

8 16 イルネージュ 鹿 相沢郁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(トニービン) 美浦 .170    　             
浜本牧場(日高町) 0.0.0.0
田村彰夫

東京芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2018.11.26～2020.11.25）
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 150  23  12  14 101 0.153 0.233
 2 ルーラーシップ  65  10   5   4  46 0.154 0.231
 3 ロードカナロア  91   6  10   9  66 0.066 0.176
 4 エピファネイア  46   6   2   3  35 0.130 0.174
 5 キングカメハメハ  43   5   9   3  26 0.116 0.326
 6 オルフェーヴル  64   5   7   2  50 0.078 0.188
 7 ハーツクライ  68   5   6   7  50 0.074 0.162
 8 ダイワメジャー  50   5   5   4  36 0.100 0.200
 9 ヴィクトワールピサ  51   4   6   4  37 0.078 0.196
10 ノヴェリスト  34   4   1   5  24 0.118 0.147
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2020年11月28日（土）　5回東京8日 5R 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。


