
2021年6月12日（土）　3回東京3日 5R メイクデビュー東京

東京 5
  発 走

 12:35
5R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬  馬齢

1400m　芝・左
基　準 良　 1:23.8
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  255  4  345  3
レースラップ傾向：MMM 15  SMM 10  SSM  6  MMS  5
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シルバーステート 牝2   

キョウコウトッパ 吉田豊 強行突破                                         
54.0 .076

1 1 ウインアンジェラス 黒鹿 竹内正洋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Bertolini) 美浦 .096    　             
川島牧場(新冠町) 0.0.0.0
由井健太郎
モーリス 牡2   

ハギノモーリス 藤懸貴志 冠名＋父名                                         
54.0 .106

1 2 ハギノエスカーダ 鹿 高野友和           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タートルボウル) 栗東 .187    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
日隈良江
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝2   

ベガスバケーション 石橋脩 ラスベガスでバケーション                                         
54.0 .250

2 3 オメガインベガス 黒鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .133    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
ダノンレジェンド 牝2   

シーズアクイーン 杉原誠人 彼女はクイーン                                         
54.0 .063

2 4 デイドリーマー 鹿 石毛善彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .011    　             
ﾐﾙﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
マクフィ 牡2   

テンクウハン 木幡巧也 天＋空＋飯                                         
54.0 .100

3 5 レッドジュディス 栗 加藤士津           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(NewApproach) 美浦 .122    　             
高橋 義浩(新ひだか町) 0.0.0.0
横田恵子
ジャスタウェイ 牡2   

トーセンコップ ☆菅原明 冠名＋警官                                         
53.0 .136

3 6 エスティマリリン 栗 古賀史生           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ザール) 美浦 .050    　             
ｴｽﾃｨﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
島川隆哉
シルバーステート 牡2   

ベルウッドブラボー Mﾃﾞﾑｰﾛ 冠名＋賞賛                                         
54.0 .266

4 7 マチャプチャレ 鹿 和田雄二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヨハネスブルグ) 美浦 .085    　             
ﾁｪｽﾅｯﾄﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
鈴木照雄
プリサイスエンド 牡2   

エスティメート ▲永野猛 人や物に対する評価                                         
51.0 .093

4 8 インティワタナ 栗 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フサイチコンコルド) 美浦 .075    　             
猿橋 義昭(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
リアルインパクト 牝2   

サンマルソムニア 江田照男 冠名＋母名より                                         
54.0 .096

5 9 インソムニア 鹿 佐藤吉勝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .022    　             
ｻｶｲﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
相馬勇
マクフィ 牡2   

ビレッジシングル 丸山元気 冠名＋シングル                                         
54.0 .112

5 10 ミュゼミランダ 鹿 土田稔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .121    　             
元道牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
村山輝雄
ドレフォン 牝2   

ハイアムズビーチ 北村宏司 世界一白い砂のビーチ。本馬の毛色より
連想

                                        
54.0 .141

6 11 ユキチャン 白 萩原清           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .240    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｼﾙｸﾚｰｼﾝｸﾞ
ロージズインメイ 牡2   

ストロングフォース ◇藤田菜 強い力                                         
52.0 .115

6 12 マルトクビクトリー 黒鹿 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .047    　             
竹中牧場(新冠町) 0.0.0.0
犬塚悠治郎
ミュゼスルタン 牡2   

クルル 武藤雅 王様（ポーランド語）。父名より連想                                         
54.0 .093

7 13 メイビーズエイム 鹿 大江原哲           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .053    　             
三石軽種馬共同育成ｾﾝﾀｰ 0.0.0.0
(株)ORTEGA
リオンディーズ 牡2   

キーチズカンパニー 武士沢友 人名愛称＋会社                                         
54.0 .112

7 14 クナウ 鹿 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .090    　             
北島牧場(平取町) 0.0.0.0
山本益臣
ルーラーシップ 牝2   

ラズベリームース Cﾙﾒｰﾙ ラズベリーのムース。母名より連想                                         
54.0 .411

7 15 ワイルドラズベリー 鹿 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファルブラヴ) 美浦 .174    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
保坂和孝
マクフィ 牝2   

キチロクハニー 石川裕紀 冠名＋愛しい人。母名より連想                                         
54.0 .093

8 16 ルイゼリアクィーン 青鹿 藤原辰雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングズベスト) 美浦 .104    　             
日本中央競馬会日高育成牧 0.0.0.0
山本正美
リーチザクラウン 牝2   

ヨンセンハッセン 内田博幸 麻雀の点数の数え方                                         
54.0 .098

8 17 ショウナンアネーロ 鹿 深山雅史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .052    　             
本桐牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
由井健太郎
ストロングリターン 牡2   

アンサングヒーロー 原田和真 知られざるヒーロー                                         
54.0 .031

8 18 レディトリス 鹿 水野貴広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .087    　             
上水牧場(むかわ町) 0.0.0.0
(有)ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ

東京芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2019.06.10～2021.06.09）
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  95  10  11  11  63 0.105 0.221
 2 ダイワメジャー  92   6   7   6  73 0.065 0.141
 3 ディープインパクト  39   5   6   2  26 0.128 0.282
 4 ノヴェリスト  31   5   5   3  18 0.161 0.323
 5 ルーラーシップ  29   5   0   1  23 0.172 0.172
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2021年6月12日（土）　3回東京3日 5R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬  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。


