
2021年10月23日（土）　4回東京5日 4R メイクデビュー東京

東京 4
  発 走

 11:45
4R 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 1:25.4

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 15  544 11  345  4  435  3
レースラップ傾向：MMM 14  SMM 11  MMS  6  SSM  5
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         前走          前々走          3走前          4走前          5走前

ラブリーデイ 牝2   

ペルグランデ 柴田大知 巨大な（ラテン語）。大成して欲しいと
願いを込めて

                                        
54.0 .115

1 1 プラチナベール 鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .051    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
エピファネイア 牝2   

アメトリンルナ 丸田恭介 本馬の誕生石＋母名の一部                                         
54.0 .106

1 2 サマールナ 栗 畠山吉宏           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .113    　             
秋場牧場(浦河町) 0.0.0.0
ﾗｲｵﾝﾚｰｽﾎｰｽ(株)
ダンカーク 牡2   

スケサンカクサン 木幡巧也 物語の登場人物名                                         
55.0 .107

2 3 キャトルセゾン 芦 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .172    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
小菅誠
ヘニーヒューズ 牝2   

アリススプリングス 石川裕紀 オーストラリアの都市名。母名より連想                                         
54.0 .103

2 4 スプリングシティ 鹿 高橋裕           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SeekingtheGold) 美浦 .198    　             
ｱﾗｷﾌｱｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(有)ｱﾗｷﾌｧｰﾑ
ザファクター 牡2   

ゼンカイテン 大野拓弥 全回転                                         
55.0 .154

3 5 クールユリア 芦 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ケイムホーム) 美浦 .103    　             
沖田 博志(新ひだか町) 0.0.0.0
川上哲司
トゥザワールド 牡2   

シシリアンルージュ 大庭和弥 トマトの品種名                                         
55.0 .034

3 6 パレスレディー 鹿 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シャンハイ) 美浦 .043    　             
安達牧場(新冠町) 0.0.0.0
田頭勇貴
ワールドエース 牡2   

サイモンボナンザ 内田博幸 冠名＋豊富な鉱脈                                         
55.0 .103

4 7 メイショウチルチェ 鹿 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .055    　             
三嶋牧場(浦河町) 0.0.0.0
澤田昭紀
シルバーステート 牝2   

フィエルボワ ▲永野猛 ジャンヌダルクの愛剣                                         
51.0 .092

4 8 ルリジューズ 黒鹿 伊藤圭三           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .218    　             
ｻﾝｼｬｲﾝ牧場(日高町) 0.0.0.0
伊達敏明
エイシンヒカリ 牡2   

ジャストビギニング 宮崎北斗 本番はこれから                                         
55.0 .060

5 9 シャープナー 鹿 佐藤吉勝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スニッツェル) 美浦 .026    　             
ｶﾅｲｼｽﾀｯﾄﾞ(浦河町) 0.0.0.0
松谷翔太
タニノギムレット 牡2   

ライパチ 丸山元気 ライトで打順が８番であることより                                         
55.0 .107

5 10 ポーズ 鹿 土田稔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .094    　             
山田 昇史(浦河町) 0.0.0.0
阿部東亜子
モーリス 牝2   

テンブーミング 武藤雅 冠名＋活況の                                         
54.0 .094

6 11 ヴェネーノ 鹿 伊藤大士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .060    　             
鮫川 啓一(浦河町) 0.0.0.0
天白泰司
ロードカナロア 牝2   

ヨール 柴田善臣 みんな                                         
54.0 .111

6 12 トップオブドーラ 鹿 手塚貴久           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(GrandSlam) 美浦 .250    　             
天羽 禮治(日高町) 0.0.0.0
藤田在子
ハービンジャー 牝2   

アティトラン 横山武史 グァテマラにある湖名。中米で一番深く
大変美しい湖

                                        
54.0 .251

7 13 ユースティティア 黒鹿 尾関知人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .118    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ
リーチザクラウン 牝2   

コルベイユ 坂井瑠星 花かご（仏）。母名より連想                                         
54.0 .145

7 14 ラタンバスケット 鹿 新開幸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .111    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
井手慶祐
ドゥラメンテ 牡2   

ザアトム 戸崎圭太 座（共同の）＋原子                                         
55.0 .239

7 15 キルシュワッサー 黒鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .141    　             
天羽 禮治(日高町) 0.0.0.0
廣崎利洋HD(株)
ウインバリアシオン 牝2   

カゼノカケハシ 野中悠太 風の架け橋                                         
54.0 .053

8 16 タムロマンサーナ 栗 根本康広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジェネラス) 美浦 .055    　             
野々宮牧場(青森県) 0.0.0.0
福田光博
ロードカナロア 牝2   

スクルトゥーラ Cﾙﾒｰﾙ 彫刻（伊）                                         
54.0 .419

8 17 カービングパス 鹿 鹿戸雄一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 美浦 .173    　             
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
ブラックタイド 牝2   

スカイエメラルド 田辺裕信 空のようなエメラルド                                         
54.0 .200

8 18 スカイフ 鹿 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Siyouni) 美浦 .155    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
保坂和孝

東京芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2019.10.21～2021.10.20）
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 102  13  11  10  68 0.127 0.235
 2 ディープインパクト  42   5   6   5  26 0.119 0.262
 3 ダイワメジャー  79   5   5   5  64 0.063 0.127
 4 ノヴェリスト  30   5   5   2  18 0.167 0.333
 5 ルーラーシップ  32   5   0   1  26 0.156 0.156

枠番別３着内率
　　（枠番）
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2021年10月23日（土）　4回東京5日 4R 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。


