
2021年10月17日（日）　4回東京4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） 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　：544 11  534  9  345  4  435  3
レースラップ傾向：MMM 14  SMM 10  MMS  6  SSM  5
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ミッキーアイル 牝2   

ガーデンアイル 横山武史 ハワイ州カウアイ島の別称                                         
54.0 .250

1 1 ﾗｯｸﾋﾞｰｱﾚﾃﾞｨﾄｩﾅｲﾄ 栗 辻哲英           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Mr.Greeley) 美浦 .083    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(有)ｻﾝﾃﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ
マクフィ 牝2   

ペイシャフェリシテ 武士沢友 冠名＋幸福（伊）。母系より連想                                         
54.0 .072

1 2 ペイシャフェリス 鹿 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .196    　             
友田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
北所直人
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝2   

レヴァンツォ ▲原優介 イタリアのレヴァンツォ島より                                         
51.0 .063

2 3 コスモミザール 鹿 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(PioneeroftheNile) 美浦 .051    　             
中村 雅明(浦河町) 0.0.0.0
小林祐一
ドレフォン 牡2   

オプティミストゥ 吉田豊 楽天的な（仏）                                         
55.0 .081

2 4 ワンサイドゲーム 栗 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ウォーエンブレム) 美浦 .115    　             
北島牧場(平取町) 0.0.0.0
北嶋義三
カレンブラックヒル 牝2   

ペイシャカレン 江田照男 冠名＋父名の一部                                         
54.0 .081

3 5 ヒシシャトル 栗 粕谷昌央           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ボストンハーバー) 美浦 .063    　             
ｶﾐｲｽﾀｯﾄ(新冠町) 0.0.0.0
北所直人
トーセンジョーダン 牝2   

フォーンリリー 菅原明良 ユリ科カタクリ属の花名（カリフォルニ
ア固有種）

                                        
54.0 .159

3 6 ディアラビーニア 黒鹿 宗像義忠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .123    　             
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)
ザファクター 牝2   

ブリラーノ 黛弘人 光り輝く（伊）                                         
54.0 .074

4 7 プレシャスペスカ 鹿 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .051    　             
ﾌｸｵｶﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
前田清二
ヴァンセンヌ 牡2   

バラジ 三浦皇成 ヒンドゥー教の神                                         
55.0 .215

4 8 シーダーアラジ 鹿 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アラジ) 美浦 .178    　             
増本牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
岡田牧雄
ロードカナロア 牡2   

ゲンパチレオニダス 丸山元気 冠名＋バラの品種名                                         
55.0 .111

5 9 ドリーミートーツ 黒鹿 牧浦充徳           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 栗東 .128    　             
前川 勝春(新ひだか町) 0.0.0.0
平野武志
スクリーンヒーロー 牝2   

シュホ 横山典弘 人名より                                         
54.0 .223

5 10 バロネスサッチャー 栗 尾関知人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Johannesburg) 美浦 .122    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)岩切企画
イスラボニータ 牝2   

タイニープライド 藤岡佑介 ちっちゃな誇り                                         
54.0 .222

6 11 デルマフクムスメ 鹿 杉山佳明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .090    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
富永剛
アドマイヤムーン 牝2   

ワンサイドラヴ 野中悠太 片想い                                         
54.0 .049

6 12 ラヴァーズロック 栗 奥村武           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヘニーヒューズ) 美浦 .132    　             
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ﾆｯｼﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
ミッキーアイル 牝2   

アマゾナイト 大庭和弥 天河石（宝石名）                                         
54.0 .035

7 13 ニューエディション 鹿 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .044    　             
浜本牧場(日高町) 0.0.0.0
田頭勇貴
CandyRide 牡2   

(外)キャンディドライヴ ☆木幡育 最高な乗り味                                         
54.0 .063

7 14 Supreme 鹿 藤沢和雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(EmpireMaker) 美浦 .267    　             
Stonestreet Thoroughbred 0.0.0.0
長谷川祐司
モーリス 牝2   

アイスケイブ 石橋脩 アイスランドの氷河にできる氷の洞窟。
母名より連想

                                        
54.0 .223

7 15 アイスパステル 青鹿 高柳瑞樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Shackleford) 美浦 .145    　             
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
Speightstown 牝2   

(外)ウォーカーテソーロ ▲永野猛 アメリカの河川名＋冠名                                         
51.0 .089

8 16 JanuaryJones 栗 稲垣幸雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Shirocco) 美浦 .129    　             
Mr. & Mrs. Kenji Ryotoku 0.0.0.0
了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ルーラーシップ 牡2   

ウイングスオブラヴ 秋山真一 愛のつばさ                                         
55.0 .114

8 17 エイジアンウインズ 鹿 武幸四郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 栗東 .210    　             
藤原牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
太田珠々子
ドゥラメンテ 牡2   

ヒドゥンキング 原田和真 隠された王                                         
55.0 .029

8 18 フィロパトール 鹿 伊藤大士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 美浦 .062    　             
松田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
高橋貴士

東京芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2019.10.15～2021.10.14）
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  99  12  11  10  66 0.121 0.232
 2 ディープインパクト  41   5   6   5  25 0.122 0.268
 3 ダイワメジャー  83   5   6   5  67 0.060 0.133
 4 ノヴェリスト  30   5   5   2  18 0.167 0.333
 5 ルーラーシップ  30   5   0   1  24 0.167 0.167

枠番別３着内率
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2021年10月17日（日）　4回東京4日 5R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 （混合） 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。


