
2021年2月20日（土）　1回東京7日 2R メイクデビュー東京

東京 2
  発 走

 10:40
2R メイクデビュー東京
サラ系3歳 新馬  馬齢

1400m　ダート・左
基　準 良　 1:26.8
タイム 重不 1:25.4

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 15  445  3  434  3  444  2
レースラップ傾向：MMM 12  SSM  5  MMS  5  MSM  4
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トゥザワールド 牝3   

フクシマグラチャン 的場勇人 冠名（屋号より）＋グランドチャンピオ
ンの略

                                        
54.0 .000

1 1 グッドファッション 鹿 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤマックス) 美浦 .000    　             
ﾄﾗｽﾄｽﾘｰﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
西本資史
ロージズインメイ 牡3   

レオラピッド 岩部純二 冠名＋速い                                         
56.0 .077

1 2 サマーアクトレス 黒鹿 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .065    　             
中村 雅明(浦河町) 0.0.0.0
(株)ﾚｵ
ラブリーデイ 牝3   

キヒンシツノオンナ 武士沢友 貴賓室の女                                         
54.0 .059

2 3 ヒロコファンタジー 青鹿 勢司和浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .000    　             
大林ﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
前田良平
サウスヴィグラス 牝3   

ヴィグラスレディー 田中勝春 活発な女性                                         
54.0 .077

2 4 ドリームサンサン 青鹿 古賀史生           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .074    　             
ﾀｲﾍｲ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
小林博雄
ベルシャザール 牝3   

シオンデゴー ▲原優介 四つの恩＋進行                                         
51.0 .028

3 5 パリスブルー 青 小桧山悟           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .024    　             
川上牧場(新冠町) 0.0.0.0
西本資史
リヤンドファミユ 牡3   

キングスハンド 江田照男 王＋手                                         
56.0 .045

3 6 エンプレスラブ 黒鹿 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マイネルラヴ) BL 美浦 .250    　             
村中牧場(浦河町) 0.0.0.0
IHR
アンライバルド 牝3   

プレナイト 杉原誠人 パワーストーンの種類                                         
54.0 .021

4 7 ラビットポーズ 鹿 加藤和宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シャンハイ) 美浦 .034    　             
山口 義彦(浦河町) 0.0.0.0
重松國建
キンシャサノキセキ 牡3   

ノルトエンデ Mﾃﾞﾑｰﾛ 北の果て（独）                                         
56.0 .265

4 8 エアトゥーレ 芦 金成貴史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(トニービン) 美浦 .250    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牝3   

ニャンニャン 丸田恭介 猫の鳴き声を表す擬音語。父名より連想                                         
54.0 .089

5 9 エステル 栗 浅野洋一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .000    　             
山田 政宏(日高町) 0.0.0.0
大田恭充
リアルインパクト 牡3   

ベルベストエバー 内田博幸 冠名＋今までにない最高                                         
56.0 .091

5 10 シンコームーン 栗 菊沢隆徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ﾌｫｰﾃｨﾅｲﾅｰｽﾞｻﾝ) 美浦 .152    　             
高橋ﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
宮崎俊也
ロージズインメイ 牡3   

ウインモリオン ▲小林脩 冠名＋黒水晶                                         
53.0 .071

6 11 コスモクリスタル 黒鹿 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マイネルラヴ) 美浦 .065    　             
ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｳｲﾝ
ディープブリランテ 牡3   

キームベイ 津村明秀 アイルランドの湾名                                         
56.0 .100

6 12 コージーベイ 鹿 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StormCat) 美浦 .176    　             
ﾀﾞｰﾚｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ
ワールドエース 牝3   

サピエンシア 野中悠太 英知（西）                                         
54.0 .018

7 13 アビ 栗 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Chief'sCrown) 美浦 .040    　             
笠松牧場(浦河町) 0.0.0.0
水上ﾌｼﾞ子
シニスターミニスター 牡3   

エストレラブレイン 三浦皇成 星（西）＋冠名                                         
56.0 .198

7 14 ライヴマジック 栗 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Shamardal) 美浦 .250    　             
下屋敷牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
ｴﾝｼﾞｪﾙﾚｰｼﾝｸﾞ(株)
モーリス 牝3   

マリーチ 嘉藤貴行 摩利支天。美しい女神、太陽や月の光の
イメージ

                                        
54.0 .000

8 15 ゴールドカルラ 鹿 深山雅史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .000    　             
天羽 禮治(日高町) 0.0.0.0
(株)磯波勇F
サウスヴィグラス 牡3   

サイレントギフト 石川裕紀 静かな贈り物                                         
56.0 .101

8 16 ジュヴァンクル 青 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .250    　             
丸村村下ﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
ｷｬﾋﾟﾀﾙｸﾗﾌﾞ

東京ダート1400m種牡馬成績 （集計期間：2019.02.18～2021.02.17）
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 114  13  11  11  79 0.114 0.211
 2 ロードカナロア  75  11   4   7  53 0.147 0.200
 3 シニスターミニスター  71   8   8   6  49 0.113 0.225
 4 サウスヴィグラス  84   6  10   6  62 0.071 0.190
 5 キンシャサノキセキ  92   6   6   5  75 0.065 0.130
 6 ゴールドアリュール  81   6   4   7  64 0.074 0.123
 7 スズカコーズウェイ  35   5   3   4  23 0.143 0.229
 8 ダンカーク  31   5   2   1  23 0.161 0.226
 9 クロフネ  63   4   8   9  42 0.063 0.190
10 エスポワールシチー  35   4   4   2  25 0.114 0.229
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2021年2月20日（土）　1回東京7日 2R メイクデビュー東京 サラ系3歳 新馬  馬齢 1400m　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。


