
2021年2月21日（日）　1回東京8日 3R メイクデビュー東京

東京 3
  発 走

 11:05
3R メイクデビュー東京
サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢

1600m　ダート・左
基　準 良　 1:39.8
タイム 重不 1:38.1

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 16  444 10  415  2  434  2
レースラップ傾向：MMM 13  SMM 12  MMS  8  SSM  4
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ストロングリターン 牡3   

カンタベリーピース 武士沢友 冠名＋平和                                         
56.0 .059

1 1 ｷﾞﾙﾃｨｰｺﾝｼｪﾝｽ 鹿 萱野浩二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Entrepreneur) 美浦 .091    　             
ｸﾞﾗｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(浦河町) 0.0.0.0
峰哲馬
ナカヤマフェスタ 牡3   

ボーンジーニアス 田辺裕信 生まれながらの天才                                         
56.0 .229

1 2 キズナ２ 鹿 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HurricaneRun) 美浦 .103    　             
北洋牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
和泉憲一
パイロ せん3   

セバスチャン 木幡巧也 人名より                                         
56.0 .097

2 3 パンドラズホープ 鹿 久保田貴           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .000    　             
坂東牧場(平取町) 0.0.0.0
平田修
オルフェーヴル 牡3   

ヴィントミューレ 北村宏司 風車（独）                                         
56.0 .097

2 4 ストーミーレニー 鹿 木村哲也           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StormCat) 美浦 .333    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
下河辺隆行
ザサンデーフサイチ 牡3   

グランポートリネス 丸田恭介 威厳（西）＋威風堂々                                         
56.0 .089

3 5 クインポルカ 芦 大江原哲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 美浦 .061    　             
浦河日成牧場(浦河町) 0.0.0.0
田畑利彦
クリエイター２ 牡3   

アレッタジェロディ 江田照男 翼（伊）＋「英雄」の意味を持つイタリ
アの人名より

                                        
56.0 .045

3 6 クィーンオブキネマ 栗 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) BL 美浦 .069    　             
隆栄牧場(新冠町) 0.0.0.0
西森功
PrideOfDubai 牡3   

(外)コスモスペルビア 柴田大知 冠名＋誇り（ラテン語）。父名より連想                                         
54.0 .133

4 7 CostaViva 鹿 粕谷昌央           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(EncostaDeLago) 美浦 .161    　             
Gilgai Farm(豪) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ゴールドシップ せん3   

イガリマ 田中勝春 メソポタミア神話の戦いの神が持つ双剣
のひとつ

                                        
56.0 .077

4 8 カレイメモワール 芦 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .147    　             
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(浦河町) 0.0.0.0
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(株)
トーセンラー 牡3   

エイシンギザ 酒井学 冠名＋エジプトにある都市の名称                                         
56.0 .071

5 9 エイシンポラリス 鹿 田中剛           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Unbridled'sSong) 美浦 .100    　             
栄進牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)栄進堂
ミッキーアイル 牝3   

カイマナリノ Mﾃﾞﾑｰﾛ ダイヤモンド（ハワイ語）＋輝く、光る
（ハワイ語）

                                        
54.0 .265

5 10 グロッタアズーラ 栗 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 栗東 .091    　             
ｱｲｽﾞｽﾀｯﾄﾞ(日高町) 0.0.0.0
松岡雅昭
スクリーンヒーロー 牝3   

チャイブテソーロ 福永祐一 ハーブ名＋冠名                                         
54.0 .358

6 11 メイドインリオ 栗 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(CaptainRio) 美浦 .065    　             
本間牧場(日高町) 0.0.0.0
了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ドゥラメンテ 牡3   

パノティア 大野拓弥 １０億年位前に存在したと推定されてい
る超大陸名

                                        
56.0 .106

6 12 スカーレル 黒鹿 金成貴史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .250    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
野田努
ﾌｫｰﾃｨﾅｲﾅｰｽﾞｻﾝ 牡3   

クラウンヒューモア 津村明秀 冠名＋父父名の一部                                         
56.0 .100

7 13 クラウンハッピー 黒鹿 稲垣幸雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ) 美浦 .043    　             
ｸﾗｳﾝ日高牧場(日高町) 0.0.0.0
矢野ﾏﾘ子
AmericanPharoah 牡3   

カルナック Cﾙﾒｰﾙ 世界遺産でもある、古代エジプトの神殿
複合体、地名

                                        
56.0 .425

7 14 ｷﾄｩﾝｽﾞﾀﾞﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ 栗 藤沢和雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Kitten'sJoy) 美浦 .167    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
メイショウサムソン 牝3   

グルーヴィンルビー 嘉藤貴行 母名、母父名より＋母母名の一部                                         
54.0 .000

8 15 シルキーグルーヴ 鹿 大和田成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(トニービン) 美浦 .057    　             
ｵﾘｴﾝﾄ牧場(新冠町) 0.0.0.0
阿部善武
キングカメハメハ 牡3   

ドゥカーレ 横山典弘 ヴェネツィア共和国の建造物。父名およ
び母名より連想

                                        
56.0 .256

8 16 レイヌドネージュ 栗 菊沢隆徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .152    　             
追分ﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
吉田晴哉

東京ダート1600m種牡馬成績 （集計期間：2019.02.19～2021.02.18）
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 125  17  16  16  76 0.136 0.264
 2 ゴールドアリュール  88  10   4  11  63 0.114 0.159
 3 パイロ  61   9   3   4  45 0.148 0.197
 4 ロードカナロア  64   8   4   6  46 0.125 0.188
 5 キングカメハメハ  65   7   7   4  47 0.108 0.215
 6 キンシャサノキセキ  44   6   4   1  33 0.136 0.227
 7 ハーツクライ  49   6   3   6  34 0.122 0.184
 8 アイルハヴアナザー  73   6   1   6  60 0.082 0.096
 9 シニスターミニスター  55   5   4   3  43 0.091 0.164
10 キズナ  40   5   3   2  30 0.125 0.200
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2021年2月21日（日）　1回東京8日 3R メイクデビュー東京 サラ系3歳 新馬 （混合） 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。


