
2021年5月4日 門別 4R ＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳牝馬新馬

門別 4
  発 走

 16:10
4R ＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳牝馬新馬

サラブレッド系　2歳 定量

1000m　ダート・右　
基　準 良　 1:00.4
タイム 重不 

賞金：200、56、42、28、14万円

勝利馬展開係数　：534 364  544 55  435 31  355 28
レースラップ傾向：MSS 191  MMM 137  SSS 122  SMM 78
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ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牝2   

ボルドーヴィエンヌ 岩橋勇　 冠名＋フランスの河川名                                         
54.0 .100

1 1 ビートフォルテ 鹿 川島雅　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 北海道.333    　             
ｼｸﾞﾗｯﾌﾟﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
ｼｸﾞﾗｯﾌﾟ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株) 0.0.0.0
コパノリチャード 牝2   

ピカンチエンゼル 黒澤愛　 母名の一部＋天使                                         
54.0 .179

2 2 ピカンチラヴ 栗 森山雄　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 北海道.273    　             
谷岡牧場 0.0.0.0
小林祐介 0.0.0.0
ダノンレジェンド 牝2   

マーミンラブ 服部茂　 人名より＋愛                                         
54.0 .247

3 3 エミネンツァベルタ 鹿 田中淳　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 北海道.351    　             
北俣ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
須田靖之 0.0.0.0
ロードアルティマ 牝2   

ミスティハート 松井伸　 曲名。心を読めない                                         
54.0 .244

4 4 キャンティユッキ 黒鹿 齊藤正　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マヤノトップガン) 北海道.211    　             
広富牧場 0.0.0.0
木下康昭 0.0.0.0
サンカルロ 牝2   

ミネヴィーノ 落合玄　 イタリアの地名「ミネルヴィーノ」から                                         
54.0 .386

5 5 スギノフォルモーザ 栗 田中正　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 北海道.115    　             
明治牧場 0.0.0.0
杉山忠国 0.0.0.0
ベーカバド 牝2   

ヤクライローズ 桑村真　 地名＋母名の一部                                         
54.0 .188

6 6 ローズドサハラ 鹿 角川秀　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フォーティナイナー) 北海道.441    　             
対馬正 0.0.0.0
遠藤正廣 0.0.0.0
アジアエクスプレス 牝2   

メーテル 阿部龍　 人名より                                         
54.0 .257

6 7 セレスティーヌ 栗 佐々国　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ハーツクライ) 北海道.000    　             
静内ﾌｱｰﾑ 0.0.0.0
金蘭兄弟(有) 0.0.0.0
プリサイスエンド 牝2   

カワカミベルベット 宮崎光　 冠名＋ベルベット                                         
54.0 .304

7 8 ドゥザボサノバ 鹿 小国博　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Ｇａｌｉｌｅｏ) 北海道.316    　             
三石川上牧場 0.0.0.0
上山浩司 0.0.0.0
ワールドエース 牝2   

メイクスマイル 五十冬　 笑顔にさせる                                         
54.0 .297

7 9 ナムラマドンナ 鹿 川島洋　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サウスヴィグラス) 北海道.235    　             
武田寛治 0.0.0.0
阪田英裕 0.0.0.0
カレンブラックヒル 牝2   

リトルカレン 山本咲　 小さい＋父名の一部                                         
54.0 .214

8 10 スーパーラヴァー 黒鹿 松本隆　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Silver Deputy) 北海道.182    　             
樋渡志尚 0.0.0.0
樋渡信義 0.0.0.0
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牝2   

アークヴィルヌーブ 石川倭　 冠名＋フランスの地名                                         
54.0 .330

8 11 カクテルラウンジ 鹿 小野望　           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 北海道.262    　             
ﾊｸﾂ牧場 0.0.0.0
ｱｰｸﾌﾛﾝﾃｨｱ(株) 0.0.0.0

門別ダート1000m種牡馬成績 （集計期間：2019.05.02～2021.05.01）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 サウスヴィグラス 152  34  32  11  75 0.224 0.434
 2 ストロングリターン  64  15  10   7  32 0.234 0.391
 3 シニスターミニスター  36  14   1   3  18 0.389 0.417
 4 プリサイスエンド  66  12  13  10  31 0.182 0.379
 5 キンシャサノキセキ  49  12   6   4  27 0.245 0.367
 6 カレンブラックヒル  39  12   2   6  19 0.308 0.359
 7 トゥザワールド 116  11  11  11  83 0.095 0.190
 8 メイショウボーラー 145  10  12  14 109 0.069 0.152
 9 サクラゼウス  47  10   6   5  26 0.213 0.340
10 ヴィクトワールピサ  37  10   6   2  19 0.270 0.432
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2021年5月4日 門別 4R ＪＲＡ認定フレッシュチャレンジ２歳牝馬新馬 サラブレッド系　2歳 定量 1000m　ダート・右　外
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。


