
2021年10月24日（日）　4回東京6日 5R メイクデビュー東京

東京 5
  発 走

 12:15
5R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢

1600m　芝・左
基　準 良　 1:36.9
タイム 重不 1:38.6

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：444 15  255 13  355 12  534 12
レースラップ傾向：MMM 24  SSM  9  MSM  9  SMM  8
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ハービンジャー 牝2   

スカイシャイン 江田照男 冠名＋光る、輝く                                         
54.0 .081

1 1 アドマイヤヒナタ 栗 栗田徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .171    　             
辻 牧場(浦河町) 0.0.0.0
小島俊治
グラスワンダー 牡2   

マイネルビスワール 柴田大知 冠名＋視覚的（西）                                         
55.0 .115

1 2 ファインビンテージ 栗 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .151    　             
稲葉牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ･ﾗﾌｨｱﾝ
エイシンヒカリ 牡2   

ステラナビゲーター 石川裕紀 星（伊）＋航行                                         
55.0 .103

2 3 ニューコローラ 鹿 菊川正達           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(NewApproach) 美浦 .076    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
(株)ｺﾛﾝﾊﾞｽｻｰｸﾙ
ハーツクライ 牝2   

エリカコレクト 三浦皇成 冠名＋母名の一部                                         
54.0 .212

2 4 チェリーコレクト 鹿 国枝栄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Oratorio) 美浦 .278    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
三木正浩
キンシャサノキセキ 牡2   

インゲニウム 柴田善臣 天才（ラテン語）                                         
55.0 .111

3 5 キャプテンガール 鹿 小野次郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キャプテンスティーヴ) 美浦 .124    　             
ｼﾝﾎﾞﾘ牧場(日高町) 0.0.0.0
程田真司
オウケンブルースリ 牝2   

オウケンムーンアイ 野中悠太 冠名＋母名の一部＋愛                                         
54.0 .053

3 6 ムーンフェイズ 鹿 宮田敬介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エリシオ) 美浦 .162    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
福井明
アドマイヤムーン 牡2   

ハジメテノチュウ 岩部純二 初めてのキス                                         
55.0 .099

4 7 キタノリツメイ 鹿 田中清隆           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アイルハヴアナザー) 美浦 .058    　             
ﾐﾙﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
オウケンブルースリ 牡2   

ローシュタイン 木幡巧也 原石（独）                                         
55.0 .107

4 8 オチャノコサイサイ 黒鹿 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイタクサージャン) 美浦 .127    　             
近藤牧場(浦河町) 0.0.0.0
天堀忠博
キングカメハメハ 牝2   

リメインステディ 戸崎圭太 決まった相手との交際がずっと続くこと
。母名より連想

                                        
54.0 .239

5 9 リメインサイレント 鹿 和田勇介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ホワイトマズル) 美浦 .167    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田千津
ドレフォン 牝2   

スリールサンセール 荻野極 心からの微笑み（仏）。母名より連想                                         
54.0 .085

5 10 スリールドランジュ 栗 田中剛           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .113    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)G1ﾚｰｼﾝｸﾞ
ブレイクランアウト 牡2   

ブレイクザソング 岩田康誠 父名の一部＋母名の一部。大ヒット曲                                         
55.0 .158

6 11 エレガントソング 栗 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .113    　             
ｻﾝﾊﾞﾏｳﾝﾃﾝﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
井上久光
キズナ 牝2   

ピンキーウィンキー 石橋脩 アジサイ科の花名                                         
54.0 .221

6 12 ケープジャスミン 鹿 尾関知人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .118    　             
ﾉｰｽﾋﾙｽﾞ(新冠町) 0.0.0.0
前田幸治
ジャスタウェイ 牡2   

ノーブルフロスト 武藤雅 冠名＋氷結                                         
55.0 .094

7 13 ノーブルジュピタ 黒鹿 水野貴広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤジュピタ) 美浦 .092    　             
新冠伊藤牧場(新冠町) 0.0.0.0
吉木伸彦
ハーツクライ 牡2   

スマートキャノン 内田博幸 冠名＋聖典、規範                                         
55.0 .103

7 14 スマートアリシア 栗 音無秀孝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファルブラヴ) 栗東 .201    　             
本間牧場(日高町) 0.0.0.0
大川徹
ゴールドシップ 牡2   

コスモナビゲーター ▲永野猛 冠名＋航海者。父名より連想                                         
52.0 .092

8 15 サバナパディーダ 栗 水野貴広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(CapeCross) 美浦 .092    　             
ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ハービンジャー 牝2   

プレサージュリフト 大野拓弥 バレエにおける高難度のリフトのひとつ                                         
54.0 .154

8 16 シュプリームギフト 黒鹿 岩戸孝樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .155    　             
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

東京芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2019.10.22～2021.10.21）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ディープインパクト 175  33  12  16 114 0.189 0.257
 2 キングカメハメハ  50   7   9   6  28 0.140 0.320
 3 エピファネイア  68   6   6   6  50 0.088 0.176
 4 ルーラーシップ  60   6   4   6  44 0.100 0.167
 5 ロードカナロア  80   5   8   5  62 0.063 0.163
 6 リアルインパクト  35   5   5   4  21 0.143 0.286
 7 スクリーンヒーロー  40   4   6   6  24 0.100 0.250
 8 ハーツクライ  57   4   6   6  41 0.070 0.175
 9 ノヴェリスト  32   4   1   3  24 0.125 0.156
10 モーリス  38   3   7   1  27 0.079 0.263
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2021年10月24日（日）　4回東京6日 5R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢 1600m　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。


