
2021年11月21日（日）　5回東京6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  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 20  355 19  544 11  454  9
レースラップ傾向：MMM 15  SMM 12  MMS  5  SSS  3
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ビッグアーサー 牝2   

ペイシャアビイ 武士沢友 冠名＋母名の一部                                         
54.0 .071

1 1 アビイロード 鹿 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ストリートセンス) 美浦 .051    　             
友田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
北所直人
ラニ 牝2   

カリカ 野中悠太 パパイア科の果実                                         
54.0 .050

1 2 カラフル 芦 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブラックタイド) 美浦 .112    　             
平岡牧場(むかわ町) 0.0.0.0
平岡茂樹
トーセンラー 牡2   

フォルシード 大庭和弥 ペルシャ語で「輝ける太陽」の意味を持
つ人名より。父名より連想

                                        
55.0 .032

2 3 アザレンカ 鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ファスリエフ) 美浦 .097    　             
大狩部牧場(新冠町) 0.0.0.0
加藤徹
ミッキーアイル 牝2   

ラジエル 津村明秀 「神の神秘」を意味する天使。母名より
連想

                                        
54.0 .173

2 4 ミスティックリップス 鹿 宮田敬介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Generous) 美浦 .179    　             
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
リオンディーズ 牝2   

ジュエリーノハナ 江田照男 宝石＋花                                         
54.0 .075

3 5 ニシノキラキラ 黒鹿 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 美浦 .107    　             
乾 皆雄(新ひだか町) 0.0.0.0
井高義光
スピルバーグ 牝2   

カシノハートフル 丸田恭介 冠名＋心のこもった。母名より連想                                         
54.0 .108

3 6 オメガハートソング 鹿 蛯名利弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゼンノロブロイ) 美浦 .045    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
柏木務
ディープブリランテ 牝2   

ラッピングカラーズ 石川裕紀 包む＋母名の一部                                         
54.0 .104

4 7 コスモカラーズ 芦 高橋祥泰           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .194    　             
ｺｽﾓｳﾞｭｰﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
鈴木芳夫
トゥザワールド 牡2   

ヴィニュロン 岩部純二 ワイン醸造を手掛ける人（仏）                                         
55.0 .094

4 8 アンケセナーメン 栗 石毛善彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .037    　             
北星村田牧場(新冠町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
モーリス 牝2   

レーヌデゼトワール 伊藤工真 星の女王（仏）                                         
54.0 .100

5 9 カゼルタ 青鹿 林徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハービンジャー) 美浦 .170    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
星野隆男
エイシンフラッシュ 牝2   

ニシノスズカゼ 内田博幸 冠名＋涼風                                         
54.0 .113

5 10 ソヨカゼ２ 黒鹿 古賀慎明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Monsun) 美浦 .184    　             
ｶﾞｰﾍﾞﾗﾊﾟｰｸｽﾀﾂﾄﾞ(浦河町) 0.0.0.0
西山茂行
エイシンヒカリ 牝2   

ルナブリエ Mﾃﾞﾑｰﾛ 母名の一部＋輝く（仏）                                         
54.0 .268

6 11 タイキルナ 芦 高橋祥泰           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 美浦 .194    　             
上井農場(新冠町) 0.0.0.0
池田草龍
ドレフォン 牝2   

フウゲツムヘン 三浦皇成 風月無辺。自然が際限なく美しい様。限
りない活躍を期待して

                                        
54.0 .211

6 12 シンラバンショウ 鹿 新開幸一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .117    　             
川上牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)YGGﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
キングカメハメハ 牝2   

トゥーレツリー 横山典弘 トゥーレの木（メキシコにある世界一の
巨木）

                                        
54.0 .222

7 13 コンテッサトゥーレ 栗 安田翔伍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ディープインパクト) 栗東 .208    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
サンカルロ 牡2   

ベルウッドウイング 吉田豊 冠名＋バスケットボールのポジション名                                         
55.0 .084

7 14 ブイアスカ 黒鹿 高橋文雅           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤドン) 美浦 .097    　             
戸川牧場(日高町) 0.0.0.0
鈴木照雄
モーリス 牝2   

アマゴ 柴田善臣 渓流の魚名                                         
54.0 .112

7 15 エーシンリジル 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .138    　             
栄進牧場(浦河町) 0.0.0.0
越村哲男
エピファネイア 牝2   

ルージュエクレール 北村宏司 冠名＋「稲妻」の意味を持つお菓子。母名
より連想

                                        
54.0 .134

8 16 マーブルケーキ 鹿 萩原清           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .264    　             
ﾉｰｻﾞﾝﾌｧｰﾑ(安平町) 0.0.0.0
(株)東京ﾎｰｽﾚｰｼﾝｸﾞ
ベルシャザール 牝2   

デルマエキドナ 酒井学 冠名＋ギリシャ神話の怪物                                         
54.0 .085

8 17 メロディアス 鹿 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .043    　             
ﾌｧﾆｰﾋﾙﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
浅沼廣幸
オルフェーヴル 牡2   

チョロヤマ △山田敬 人名愛称。競馬ファンに愛される馬にな
ってほしいという想いから

                                        
53.0 .044

8 18 スワンソング 栗 小手川準           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Singspiel) 美浦 .137    　             
二風谷ﾌｧｰﾑ(平取町) 0.0.0.0
増田和啓

東京芝1400m種牡馬成績 （集計期間：2019.11.19～2021.11.18）
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 101  18   8   9  66 0.178 0.257
 2 ディープインパクト  46   5   7   6  28 0.109 0.261
 3 ノヴェリスト  29   5   4   2  18 0.172 0.310
 4 ダイワメジャー  71   4   5   4  58 0.056 0.127
 5 ハーツクライ  45   3   6   2  34 0.067 0.200
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2021年11月21日（日）　5回東京6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。


