
2021年11月27日（土）　5回東京7日 6R メイクデビュー東京

東京 6
  発 走

 12:40
6R メイクデビュー東京
サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢

1600m　ダート・左
基　準 良　 1:39.7
タイム 重不 1:38.2

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 37  444 27  544  8  415  2
レースラップ傾向：SMM 13  MMM 12  MMS  8  SSM  4
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Mastery 牡2   

サクセスローレル ☆亀田温 冠名＋勝利のしるし                                         
54.0 .130

1 1 コーテサン 鹿 北出成人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StreetSense) 栗東 .139    　             
大島牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)ﾀｶｼﾏ
シニスターミニスター 牝2   

ノーブルグレイシャ 丹内祐次 冠名＋氷河                                         
54.0 .142

1 2 ピサノルビー 鹿 武藤善則           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ブライアンズタイム) 美浦 .138    　             
飛野牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
吉木伸彦
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝2   

グットフォーチュン 横山武史 幸運、福徳                                         
54.0 .250

2 3 オービーレディー 鹿 鈴木伸尋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(コマンダーインチーフ) 美浦 .092    　             
静内ﾌｼﾞｶﾜ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
西村專次
ホッコータルマエ 牡2   

セブンダートオー 横山和生 冠名＋砂の王                                         
55.0 .208

2 4 ウインガイア 黒鹿 奥村武           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(BrokenVow) 美浦 .159    　             
上水牧場(むかわ町) 0.0.0.0
前迫義幸
シニスターミニスター 牡2   

ヤマニンクイッカー 江田照男 冠名＋より速く                                         
55.0 .076

3 5 ヤマニンパソドブル 青鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .135    　             
廣田 光夫(浦河町) 0.0.0.0
土井肇
サンカルロ 牝2   

キタノポーションズ ☆秋山稔 冠名＋本馬の近親馬名より                                         
53.0 .122

3 6 ラブステイシー 黒鹿 石栗龍彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 美浦 .121    　             
北星村田牧場(新冠町) 0.0.0.0
北所直人
ディーマジェスティ 牡2   

ヒールズユアペイン 岩部純二 あなたの痛みを癒します。エキナシアの
花言葉より

                                        
55.0 .092

4 7 エキナシア 鹿 石毛善彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スニッツェル) 美浦 .042    　             
ﾐﾙﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
ハービンジャー 牡2   

ノアダイオウ 柴田善臣 冠名＋大王                                         
55.0 .108

4 8 ノアスカーレット 鹿 石毛善彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .042    　             
ｽｶﾞﾀ牧場(平取町) 0.0.0.0
佐山公男
エスポワールシチー 牡2   

ドルズプライスレス 吉田豊 ドル＋値段が付けられないほど高価な                                         
55.0 .085

5 9 スノーキトゥン 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StormCat) 美浦 .135    　             
佐藤牧場(新冠町) 0.0.0.0
佐々木貴将
アジアエクスプレス 牝2   

ヤサカシュエット 武藤雅 冠名＋素敵（仏）                                         
54.0 .094

5 10 ラインキュート 栗 水野貴広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .094    　             
小泉牧場(新冠町) 0.0.0.0
志邑宣彦
Uncaptured 牡2   

ケイアイグラビティ 内田博幸 冠名＋重力                                         
55.0 .111

6 11 ハイワイヤー 栗 加藤征弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StreetCry) 美浦 .156    　             
隆栄牧場(新冠町) 0.0.0.0
(株)ｹｲｱｲｽﾀﾘｵﾝ
ザファクター 牡2   

ショウナンマーブル 大野拓弥 冠名＋大理石                                         
55.0 .142

6 12 ショウナンライム 芦 加藤士津           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 美浦 .103    　             
静内ﾌｼﾞｶﾜ牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
(有)湘南
エイシンヒカリ 牡2   

ララエフォール 黛弘人 冠名＋努力（仏）                                         
55.0 .076

7 13 ヒラルダ 鹿 和田雄二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Kyllachy) 美浦 .082    　             
清水牧場(平取町) 0.0.0.0
ﾌｼﾞｲ興産(株)
シニスターミニスター 牝2   

エターナルプライド 武士沢友 母名の一部＋誇り                                         
54.0 .069

7 14 エターナルロマンス 黒鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 美浦 .135    　             
ﾔﾅｶﾞﾜ牧場(日高町) 0.0.0.0
伊東純一
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牡2   

ニシノコニャック 北村宏司 冠名＋アルコール度数が強いお酒の名前                                         
55.0 .135

8 15 ニシノテキーラ 栗 伊藤大士           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 美浦 .074    　             
村上 欽哉(新冠町) 0.0.0.0
西山茂行
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牡2   

タービンホール 松岡正海 タービン＋ホール                                         
55.0 .091

8 16 ゴールドティアラ 栗 竹内正洋           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(SeekingtheGold) 美浦 .129    　             
ﾄﾄﾞ岩高原銀河農場物語 0.0.0.0
永田博之

東京ダート1600m種牡馬成績 （集計期間：2019.11.25～2021.11.24）
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 126  16  15  10  85 0.127 0.246
 2 パイロ  75   9   7   5  54 0.120 0.213
 3 ロードカナロア  70   8   2  10  50 0.114 0.143
 4 キングカメハメハ  72   7  10   5  50 0.097 0.236
 5 ドゥラメンテ  41   7   5   5  24 0.171 0.293
 6 シニスターミニスター  67   7   3   4  53 0.104 0.149
 7 キズナ  57   7   3   3  44 0.123 0.175
 8 ゴールドアリュール  66   6   6   6  48 0.091 0.182
 9 アイルハヴアナザー  71   6   4   6  55 0.085 0.141
10 ハーツクライ  50   6   4   5  35 0.120 0.200
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2021年11月27日（土）　5回東京7日 6R メイクデビュー東京 サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢 1600m　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。


