
2021年7月31日（土）　3回新潟3日 6R メイクデビュー新潟

新潟 6
  発 走

 12:55
6R メイクデビュー新潟
サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢

1200m　芝・左
基　準 良　 1:11.2
タイム 重不 

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：434  2  534  2  235  1     
レースラップ傾向：SSM  2  MMS  1  MSM  1  SMM  1
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         前走          前々走          3走前          4走前          5走前

ストロングリターン 牝2   

シナモンロール 菅原隆一 シナモンを使った菓子パン                                         
54.0 .031

1 1 サクラヴィッキー 栗 小野次郎           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 美浦 .139    　             
山田牧場 0.0.0.0
(有)ﾐﾙﾌｧｰﾑ
ルーラーシップ 牡2   

テーオースパロー 岩田望来 冠名＋ミサイル名                                         
54.0 .198

1 2 アイアムノココロ 黒鹿 清水久詞           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フジキセキ) 栗東 .221    　             
上水牧場 0.0.0.0
小笹公也
イスラボニータ 牡2   

ロッホローモンド ☆富田暁 スコットランドのローモンド湖                                         
53.0 .107

2 3 サニーアンジェリカ 鹿 須貝尚介           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 栗東 .204    　             
出口牧場 0.0.0.0
(合)小林英一ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
ドゥラメンテ 牡2   

ジャスティンヴェル 川田将雅 冠名＋見る（ポルトガル語）                                         
54.0 .403

2 4 プレシャスライフ 黒鹿 安田隆行           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タイキシャトル) 栗東 .277    　             
千代田牧場 0.0.0.0
三木正浩
エピファネイア 牝2   

ララパラプリュイ 津村明秀 冠名＋傘（仏）                                         
54.0 .153

3 5 ベツァオバーン 栗 田中博康           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タニノギムレット) 美浦 .169    　             
ﾋﾀﾞｶﾌｱｰﾑ 0.0.0.0
ﾌｼﾞｲ興産(株)
アドマイヤムーン 牡2   

ファング 武士沢友 牙                                         
54.0 .096

3 6 ウインファンタジア 鹿 佐藤吉勝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヘネシー) 美浦 .036    　             
武 牧場 0.0.0.0
平本敏夫
アポロキングダム 牝2   

クイーンアポーン 丸山元気 ポーンをクイーンにプロモーション（昇
格）する（チェス用語）

                                        
54.0 .109

4 7 イエスオアノー 鹿 土田稔           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 美浦 .116    　             
ﾐﾘｵﾝﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
(株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ
ビッグアーサー 牝2   

セイグッドバイ 木幡巧也 失敬します                                         
54.0 .102

4 8 ロンギングシャネル 鹿 牧光二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ネオユニヴァース) 美浦 .116    　             
細川農場 0.0.0.0
石瀬浩三
トビーズコーナー 牡2   

カンタベリーホープ 的場勇人 冠名＋希望                                         
54.0 .000

5 9 カンタベリーセーラ 栗 的場均           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スクリーンヒーロー) 美浦 .058    　             
荒谷 輝和 0.0.0.0
峰哲馬
ビッグアーサー 牡2   

ザンゲツ 福永祐一 残月                                         
54.0 .308

5 10 ドゥラセア 鹿 大久保龍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 栗東 .275    　             
ﾊﾞﾝﾌﾞｰ牧場 0.0.0.0
中辻明
ｱﾒﾘｶﾝﾍﾟｲﾄﾘｵｯﾄ 牡2   

シゲルハンマー 武藤雅 冠名＋大工道具。ハンマー                                         
54.0 .096

6 11 キューティロンプ 鹿 水野貴広           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(エンパイアメーカー) 美浦 .080    　             
守矢牧場 0.0.0.0
森中蕃
ビッグアーサー 牡2   

シゲルカンガルー 秋山真一 冠名＋動物名。カンガルー                                         
54.0 .104

6 12 シゲルチャグチャグ 鹿 藤沢則雄           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サムライハート) 栗東 .055    　             
三好牧場 0.0.0.0
森中蕃
メイショウボーラー 牡2   

タイセイフェイバー 西村淳也 冠名＋恩恵                                         
54.0 .159

7 13 ベネフィット 青鹿 浜田多実           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マンハッタンカフェ) 栗東 .058    　             
ﾅｶﾉﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
田中成奉
アドマイヤムーン 牝2   

ミツカネムーン ▲原優介 冠名＋父名の一部                                         
51.0 .065

7 14 センコウノマイヒメ 黒鹿 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ｽﾀﾁｭｰｵﾌﾞﾘﾊﾞﾃｨ) 美浦 .104    　             
谷口牧場 0.0.0.0
小山田満
バトルプラン 牝2   

カウア 藤井勘一 ２人（ハワイ語）                                         
54.0 .116

7 15 ベルモントラハイナ 栗 松永康利           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スウィフトカレント) BL 美浦 .041    　             
ｽﾏｲﾙﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
(有)和田牧場
スクリーンヒーロー 牝2   

チューウィー 柴田大知 噛み応えがある。そのようなレースをし
て欲しいと願って

                                        
54.0 .121

8 16 コスモミール 栗 古賀慎明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヘクタープロテクター) 美浦 .187    　             
金石牧場 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
アドマイヤムーン 牡2   

ダブルムーン 野中悠太 二つの月。きわめて希なレベルの走りを
期待して

                                        
54.0 .052

8 17 ワオ 鹿 上原博之           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(キングカメハメハ) 美浦 .132    　             
安達牧場 0.0.0.0
HimRockRacingﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ビッグアーサー 牡2   

ブルーインサニティ 和田竜二 青い狂気                                         
54.0 .143

8 18 アドマイヤジュエル 鹿 川村禎彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤベガ) 栗東 .151    　             
ｲﾄｳ牧場 0.0.0.0
石瀬浩三

新潟芝1200m種牡馬成績 （集計期間：2019.07.29～2021.07.28）
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  36   7   3   2  24 0.194 0.278
 2 オルフェーヴル  14   3   2   0   9 0.214 0.357
 3 マツリダゴッホ  20   2   2   1  15 0.100 0.200
 4 ヴィクトワールピサ  12   2   1   0   9 0.167 0.250
 5 マンハッタンカフェ   4   1   1   2   0 0.250 0.500
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2021年7月31日（土）　3回新潟3日 6R メイクデビュー新潟 サラ系2歳 新馬 （混合） 馬齢 1200m　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。


