
2021年11月20日（土）　5回東京5日 4R メイクデビュー東京

東京 4
  発 走

 11:20
4R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢

1400m　ダート・左
基　準 良　 1:26.7
タイム 重不 1:25.8

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 12  354 11  255 10  355 10
レースラップ傾向：MMM 16  SSM  6  SMM  5  MSM  4
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トランセンド 牝2   

イデアファイブ ▲横山琉 冠名＋５                                         
51.0 .060

1 1 メルシーミヨ 鹿 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤボス) 美浦 .073    　             
市正牧場(浦河町) 0.0.0.0
益田修一
コパノリッキー 牡2   

ケントゥリア ▲永野猛 百人力（ラテン語）。本馬の素晴らしい
馬格と父名より連想

                                        
52.0 .089

1 2 ハヤブサマナポン 栗 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .107    　             
榊原 敏明(浦河町) 0.0.0.0
(株)ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
ドゥラメンテ 牡2   

ジョンソンテソーロ 戸崎圭太 人名より＋冠名                                         
55.0 .238

2 3 チェストケリリー 栗 田中博康           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ScatDaddy) 美浦 .179    　             
藤本ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
了徳寺健二ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
AmericanPharoah 牝2   

(外)グラットンラッシー Cﾙﾒｰﾙ 食いしん坊娘                                         
54.0 .418

2 4 BrassyLassie 鹿 加藤征弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(CityZip) 美浦 .160    　             
Fleur De Lis Stable & As 0.0.0.0
吉田和子
アジアエクスプレス 牝2   

オモイソメル 坂井瑠星 思い初める。恋の始まりという意味の大和
言葉

                                        
54.0 .155

3 5 アナザーガール 栗 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .053    　             
静内ﾌｱｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
ﾑｰﾃｨｴR
クロフネ 牡2   

フロールシュタット 福永祐一 ドイツのヘッセン州、ヴェッテラウ郡に
属する市

                                        
55.0 .313

3 6 フロールデセレッソ 鹿 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ) 美浦 .106    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
吉田勝己
ロゴタイプ 牡2   

ヴォーグノヤイバ 石川裕紀 冠名＋刃                                         
55.0 .104

4 7 ウェイクアップマギー 栗 小笠倫弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Xaar) 美浦 .122    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
志村幸彦
メイショウサムソン 牝2   

コネイブル Mﾃﾞﾑｰﾛ 子＋へそ。母と子をつなぐ大切な役割                                         
54.0 .268

4 8 オクテットバレー 鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マツリダゴッホ) 美浦 .102    　             
大道牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾃｼｵ
ドレフォン 牝2   

アイアムラベンダー 松岡正海 冠名＋ラベンダー                                         
54.0 .083

5 9 アイアムネフライト 鹿 奥平雅士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .114    　             
ﾏﾙﾄﾐ冨岡牧場(浦河町) 0.0.0.0
堀紘一
ザファクター 牡2   

セキテイジュウオー 柴田善臣 冠名＋獣王                                         
55.0 .112

5 10 ファストムーン 芦 古賀史生           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .085    　             
千葉飯田牧場(日高町) 0.0.0.0
杉山元洋
ヘニーヒューズ 牝2   

パイツィーレン 三浦皇成 本馬の牝系の馬名より＋志す（独）                                         
54.0 .211

6 11 パイメイメイ 鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファルブラヴ) 美浦 .096    　             
隆栄牧場(新冠町) 0.0.0.0
西森功
バゴ 牡2   

ペイシャワキア △山田敬 冠名＋母名の一部                                         
53.0 .044

6 12 ペイシャオブワキア 栗 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フリオーソ) 美浦 .045    　             
赤石牧場(平取町) 0.0.0.0
北所直人
ドレフォン 牝2   

パーチル 丸山元気 止まり木（Ｐｅｒｃｈ）＋寛ぐ（Ｃｈｉ
ｌｌ）。流木の上で寛ぐ姿より

                                        
54.0 .111

7 13 ヴァタルサイビーチ 鹿 宮田敬介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .179    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
飯田正剛
クリーンエコロジー 牡2   

ルーマニアンウルフ 田辺裕信 ルーマニアの狼。母名より連想                                         
55.0 .201

7 14 ルサリエ 鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 美浦 .096    　             
橋本牧場(安平町) 0.0.0.0
飯田正剛
パイロ 牡2   

タイセイトリガー 津村明秀 冠名＋引き金                                         
55.0 .173

8 15 ウエスタンクィーン 青鹿 新開幸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エルコンドルパサー) 美浦 .117    　             
ｳｴｽﾀﾝﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
田中成奉
ヘニーヒューズ 牡2   

パンタナル 大野拓弥 ブラジルの世界最大の湿原                                         
55.0 .146

8 16 マダムジルウェット 栗 高木登           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 美浦 .153    　             
松浦牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ﾗ･ﾒｰﾙ

東京ダート1400m種牡馬成績 （集計期間：2019.11.18～2021.11.17）
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 132  16  14  15  87 0.121 0.227
 2 シニスターミニスター  87  12  10   7  58 0.138 0.253
 3 キンシャサノキセキ  89   8   5   5  71 0.090 0.146
 4 ロードカナロア  67   7   4   5  51 0.104 0.164
 5 サウスヴィグラス  76   5  10   8  53 0.066 0.197
 6 クロフネ  45   5   3   4  33 0.111 0.178
 7 スズカコーズウェイ  40   5   2   4  29 0.125 0.175
 8 ルーラーシップ  28   5   2   3  18 0.179 0.250
 9 キングカメハメハ  43   4   5   3  31 0.093 0.209
10 Speightstown  11   4   2   1   4 0.364 0.545
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2021年11月20日（土）　5回東京5日 4R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢 1400m　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。


