
2021年11月20日（土）　5回東京5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 牝 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　：155 19  255 18  444 15  534 12
レースラップ傾向：MMM 19  MSM 10  SSH  8  SSM  8
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ロードカナロア 牝2   

ケカリネイアウ 丸山元気 ハワイのウェディングソング。父名、母
名より連想

                                        
54.0 .111

1 1 ラヴアンドドラゴン 鹿 久保田貴           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 美浦 .199    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
窪田芳郎
シルバーステート 牝2   

タッカーシルバー 横山武史 冠名＋父名の一部                                         
54.0 .250

2 2 ダイヤモンドパール 黒鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .096    　             
的場牧場(新冠町) 0.0.0.0
小松崎孝
エイシンヒカリ 牝2   

シラセ △山田敬 南極観測船の名前                                         
52.0 .044

2 3 エイシンエルヴァー 芦 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .137    　             
信岡牧場(浦河町) 0.0.0.0
江川伸夫
モーリス 牝2   

シークルーズ 三浦皇成 海＋母名の一部                                         
54.0 .211

3 4 ベストクルーズ 鹿 杉山晴紀           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 栗東 .190    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
飯田良枝
マツリダゴッホ 牝2   

トルヴァルツァー 柴田大知 素敵な円舞曲（独）。母名から連想                                         
54.0 .108

3 5 ヴァルツァー 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ジャングルポケット) 美浦 .138    　             
様似堀牧場(様似町) 0.0.0.0
(株)ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞｸﾗﾌﾞ･ﾗﾌｨｱﾝ
モーリス 牝2   

トーセンシベール 武士沢友 冠名＋ギリシャ神話の大地の女神                                         
54.0 .071

4 6 カールファターレ 鹿 古賀史生           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .085    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
島川隆哉
ロードカナロア 牝2   

ホーリーエンブレム Cﾙﾒｰﾙ 聖なる紋章                                         
54.0 .418

4 7 メジャーエンブレム 鹿 田村康仁           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダイワメジャー) 美浦 .196    　             
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
ディープインパクト 牝2   

ハイエスティーム Mﾃﾞﾑｰﾛ 高く尊敬される。バラの品種名より                                         
54.0 .268

5 8 シアードラマ 黒鹿 金成貴史           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(BurningRoma) 美浦 .102    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
キングカメハメハ 牝2   

ハートディザイア 石川裕紀 心が望むもの                                         
54.0 .104

5 9 オメガハートランド 鹿 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アグネスタキオン) 美浦 .162    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
ジャスタウェイ 牝2   

クインズステラ 大野拓弥 冠名＋人名より                                         
54.0 .146

6 10 カーディナルコーヴ 鹿 池上昌和           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Leroidesanimaux) 美浦 .172    　             
高昭牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)ｹｲｱｲｽﾀﾘｵﾝ
ザファクター 牝2   

ホイットニー 吉田豊 アメリカ合衆国本土で最も高い山。父か
ら連想

                                        
54.0 .084

6 11 メイショウユウゼン 鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .102    　             
中島牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾀｰﾌ･ｽﾎﾟｰﾄ
エピファネイア 牝2   

ローズタルト 津村明秀 薔薇のかたちをした焼き菓子                                         
54.0 .173

7 12 ローズシュクレ 黒鹿 小笠倫弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スマートファルコン) 美浦 .122    　             
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
ドゥラメンテ 牝2   

ヴェラメンテ 武豊 本当ですか（伊）                                         
54.0 .275

7 13 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽﾁｬｯﾀｰ 黒鹿 戸田博文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(BluegrassCat) 美浦 .106    　             
ｵﾘｵﾝﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
大谷正嗣
ワンアンドオンリー 牝2   

ラヴィアムール ▲永野猛 人生（仏）＋愛（仏）。愛に生きる                                         
51.0 .089

8 14 コンソラーレ 青鹿 南田美知           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .046    　             
ｻﾝｼｬｲﾝ牧場(日高町) 0.0.0.0
伊達敏明
ベーカバド 牝2   

フィールシンパシー ▲横山琉 心を寄せる                                         
51.0 .060

8 15 スマートシンパシー 鹿 小島茂之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .130    　             
岡田ｽﾀﾂﾄﾞ(新ひだか町) 0.0.0.0
岡田牧雄

東京芝1600m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 ディープインパクト 171  32  11  15 113 0.187 0.251
 2 エピファネイア  67   7   6   7  47 0.104 0.194
 3 キングカメハメハ  48   5   9   5  29 0.104 0.292
 4 ロードカナロア  82   5   9   5  63 0.061 0.171
 5 ルーラーシップ  59   5   4   6  44 0.085 0.153
 6 ドゥラメンテ  45   4   8   2  31 0.089 0.267
 7 スクリーンヒーロー  40   4   7   7  22 0.100 0.275
 8 ハーツクライ  54   4   6   6  38 0.074 0.185
 9 キズナ  40   4   5   1  30 0.100 0.225
10 リアルインパクト  33   4   4   4  21 0.121 0.242
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2021年11月20日（土）　5回東京5日 5R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 牝 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。


