
2020年11月28日（土）　5回東京8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

1600m　ダート・左
基　準 良　 1:39.8
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 15  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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スズカコーズウェイ 牝2   

スズカビーチ 黛弘人 冠名＋海岸                                         
54.0 .061

1 1 アイシースズカ 黒鹿 伊藤圭三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .207    　             
稲原牧場(平取町) 0.0.0.0
永井啓弍
エスポワールシチー 牡2   

ビーカレイジャス 武藤雅 勇敢になれ                                         
55.0 .127

1 2 ビーラヴリー 栗 手塚貴久           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Johannesburg) 美浦 .215    　             
天羽 禮治(日高町) 0.0.0.0
藤田在子
クリエイター２ 牡2   

ネオリーズ 横山武史 冠名＋母名より                                         
55.0 .199

2 3 ウェスタリーズ 黒鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .142    　             
ﾑﾗｶﾐﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
西田俊二
エピファネイア 牡2   

マヒオレ 吉田隼人 ハワイ支配者層の象徴である兜                                         
55.0 .210

2 4 カヒリ 栗 坂口智康           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 栗東 .108    　             
北星村田牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｶﾅﾔﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
リオンディーズ 牡2   

ヒロヘヴン 原田和真 人名より＋冠名                                         
55.0 .044

3 5 ナヴィガトリア 鹿 伊藤大士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .087    　             
飯岡牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
天堀忠博
ディープスカイ 牡2   

パワポケゴー ☆斎藤新 冠名＋走れ。頂点に行け                                         
54.0 .105

3 6 オペラフォンテン 栗 中野栄治           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(オペラハウス) 美浦 .126    　             
寺井 文秀(えりも町) 0.0.0.0
柳原達也
クリエイター２ 牡2   

ショスタコーヴィチ Cﾙﾒｰﾙ 人名より                                         
55.0 .441

4 7 アムールポエジー 芦 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .095    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
原禮子
グラスワンダー 牡2   

ラロコルポ 江田照男 奇妙な（西）、母名の一部＋物体（伊）                                         
55.0 .069

4 8 ラロキューン 鹿 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファスリエフ) 美浦 .070    　             
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(浦河町) 0.0.0.0
高樽ｻﾕﾘ
カレンブラックヒル 牡2   

ジーガーライデン 木幡初也 冠名＋雷電（航空機）                                         
55.0 .055

5 9 ジーガールージュ 栗 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(カネヒキリ) 美浦 .073    　             
須崎牧場(新冠町) 0.0.0.0
(有)ｼﾞｰｶﾞｰ
エスケンデレヤ 牡2   

クールマニワ 勝浦正樹 かっこいい＋岡山の地名。真庭を広く発
信

                                        
55.0 .093

5 10 プリニア 栗 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(プリサイスエンド) 美浦 .158    　             
日本中央競馬会日高育成牧 0.0.0.0
(有)ｻﾝﾗｲｽﾞ
モーリス 牡2   

モーリスシチー 野中悠太 父名＋冠名                                         
55.0 .061

6 11 ソムニアシチー 栗 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(メイショウサムソン) 美浦 .097    　             
ｶﾀｵｶﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)友駿ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
タイセイレジェンド 牡2   

タイセイスラッガー 戸崎圭太 冠名＋強打者                                         
55.0 .270

6 12 ベネフィット 鹿 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .158    　             
ﾅｶﾉﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
田中成奉
モーリス 牝2   

ボレロ 三浦皇成 バレエ曲名より                                         
54.0 .232

7 13 スパークルキャット 鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .123    　             
中島牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾀｰﾌ･ｽﾎﾟｰﾄ
ヘニーヒューズ 牡2   

プリンスカノン 吉田豊 王子＋音楽の様式の一つ                                         
55.0 .122

7 14 スパイクラベンダー 黒鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Henrythenavigator) 美浦 .085    　             
佐藤牧場(新冠町) 0.0.0.0
中地賢次郎
エピファネイア 牡2   

カフェファンタスト 柴田大知 冠名＋夢見る人                                         
55.0 .085

8 15 サニーラブカフェ 栗 和田雄二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .098    　             
猿倉牧場(様似町) 0.0.0.0
西川恭子
OasisDream 牡2   

(外)トーセンエドワード 田中勝春 冠名＋人名より                                         
55.0 .098

8 16 RosaDelDubai 鹿 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(DubaiDestination) 美浦 .171    　             
Takaya Shimakawa(愛) 0.0.0.0
島川隆哉

東京ダート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 ヘニーヒューズ 126  19  15  15  77 0.151 0.270
 2 ゴールドアリュール  95  11   4  11  69 0.116 0.158
 3 パイロ  60   9   4   5  42 0.150 0.217
 4 ロードカナロア  61   8   5   5  43 0.131 0.213
 5 キングカメハメハ  72   7   8   6  51 0.097 0.208
 6 アイルハヴアナザー  72   6   3   6  57 0.083 0.125
 7 キンシャサノキセキ  42   6   3   0  33 0.143 0.214
 8 ハーツクライ  50   6   1   6  37 0.120 0.140
 9 キズナ  33   5   3   2  23 0.152 0.242
10 タートルボウル  60   4   4   3  49 0.067 0.133
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2020年11月28日（土）　5回東京8日 6R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 （混合）［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。


