
2021年8月1日（日）　3回新潟4日 6R メイクデビュー新潟

新潟 6
  発 走

 13:00
6R メイクデビュー新潟
サラ系2歳 新馬 牝 馬齢

1600m　芝・左　外
基　準 良　 1:37.1
タイム 重不 1:37.5

本賞金：700、280、180、110、70万円

勝利馬展開係数　：534 11  434  6  345  4  544  2
レースラップ傾向：MMS  8  SSH  6  SMH  5  MMM  4
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         前走          前々走          3走前          4走前          5走前

ゴールドシップ 牝2   

マリネロ 柴田大知 船乗り（西）。母名、父名より連想                                         
54.0 .121

1 1 マイネヴォヤージ 芦 田中清隆           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Teofilo) 美浦 .051    　             
ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ディープインパクト 牝2   

グランスラムアスク 川須栄彦 完勝＋冠名                                         
54.0 .085

1 2 ジェニサ 鹿 矢作芳人           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StormCat) 栗東 .210    　             
下河辺牧場(日高町) 0.0.0.0
廣崎利洋HD(株)
ミッキーアイル 牝2   

ナムラクレア 鮫島克駿 冠名＋女性名より                                         
54.0 .180

2 3 サンクイーン２ 青鹿 長谷川浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(StormCat) 栗東 .125    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
奈村睦弘
シルバーステート 牝2   

バオバブスピリット ☆斎藤新 バオバブの木＋精神。バオバブの木の生
命力にちなんで

                                        
53.0 .114

2 4 バオバブ 青鹿 斎藤誠           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 美浦 .153    　             
安達牧場(新冠町) 0.0.0.0
HimRockRacingﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)
ブラックタイド 牝2   

ゼロドラゴン 菅原明良 ０＋龍                                         
54.0 .160

3 5 スカイノダン 黒鹿 寺島良           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サクラバクシンオー) 栗東 .200    　             
桑田牧場(浦河町) 0.0.0.0
(有)桑田牧場
ドレフォン 牝2   

スノーグレース 丸山元気 雪＋母母名の一部                                         
54.0 .109

3 6 グローリアスデイズ 栗 中舘英二           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .218    　             
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
サトノアラジン 牝2   

スピードクィーン 武藤雅 速い＋女王                                         
54.0 .096

4 7 カカユウラク 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(バゴ) 美浦 .128    　             
ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾌｧｰﾑ(浦河町) 0.0.0.0
小泉禎剛
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝2   

グリーンシアター 松若風馬 緑の映画館                                         
54.0 .122

4 8 フジクイーン 栗 加用正           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(クロフネ) 栗東 .099    　             
森本ｽﾃｨｰﾌﾞﾙ(浦河町) 0.0.0.0
平口信行
エピファネイア 牝2   

トーホウパラダイス 幸英明 冠名＋楽園                                         
54.0 .185

5 9 アルスノヴァ 栗 石坂公一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ダンスインザダーク) 栗東 .159    　             
前川 勝春(新ひだか町) 0.0.0.0
東豊物産(株)
ロードカナロア 牝2   

サブライムアンセム 福永祐一 崇高、荘厳な聖歌                                         
54.0 .308

5 10 パストフォリア 鹿 藤原英昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(シンボリクリスエス) 栗東 .208    　             
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
ミッキーアイル 牝2   

ナツイロノオトメ ▲角田大 夏色の乙女                                         
51.0 .119

6 11 フェールクークー 青鹿 角田晃一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アラムシャー) 栗東 .140    　             
高村牧場(浦河町) 0.0.0.0
岡浩二
ジャスタウェイ 牝2   

スピーシーズ 武士沢友 香料（ラテン語）。スパイスの語源                                         
54.0 .096

6 12 ロイヤルタバスコ 栗 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(タバスコキャット) BL 美浦 .187    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
吉田照哉
ｱﾒﾘｶﾝﾍﾟｲﾄﾘｵｯﾄ 牝2   

ボンクラージュ 津村明秀 良い勇気（仏）                                         
54.0 .153

7 13 レアファインド 黒鹿 矢野英一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ステイゴールド) 美浦 .104    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
落合幸弘
オルフェーヴル 牝2   

アークヴィクトリア 柴田善臣 冠名＋勝者（ラテン語）                                         
54.0 .129

7 14 オートキュイジーヌ 栗 本間忍           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .076    　             
ｽｶﾞﾀ牧場(平取町) 0.0.0.0
成瀬篤司
グランプリボス 牝2   

ムーンワード 木幡巧也 月＋向かう（Ｔｏｗａｒｄ）より。月に
向かう

                                        
54.0 .102

7 15 ムーンライトバレエ 鹿 杉浦宏昭           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(バゴ) 美浦 .103    　             
ﾔﾅｶﾞﾜ牧場(日高町) 0.0.0.0
伊東純一
ドゥラメンテ 牝2   

ミーナティエルナ ▲松本大 少女（西）＋かわいい（西）                                         
51.0 .070

8 16 プレインズウーマン 栗 寺島良           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Zensational) 栗東 .200    　             
谷川牧場(浦河町) 0.0.0.0
(株)YGGﾎｰｽｸﾗﾌﾞ
ジャスタウェイ 牝2   

シャドウヴェール 西村淳也 冠名＋ベール                                         
54.0 .159

8 17 シャドウマリア 栗 笹田和秀           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヴィクトワールピサ) 栗東 .120    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
飯塚知一
ｱﾒﾘｶﾝﾍﾟｲﾄﾘｵｯﾄ 牝2   

ルミネイト 岩田望来 思いを巡らせる                                         
54.0 .198

8 18 サンデーミューズ 鹿 千田輝彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アルカセット) 栗東 .076    　             
ﾀﾞｰﾚｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｧｰﾑ(日高町) 0.0.0.0
ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ

新潟芝1600m種牡馬成績 （集計期間：2019.07.30～2021.07.29）
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  72   6   5   5  56 0.083 0.153
 2 ハーツクライ  28   6   3   2  17 0.214 0.321
 3 ロードカナロア  50   4   3   3  40 0.080 0.140
 4 ダイワメジャー  30   3   1   3  23 0.100 0.133
 5 モーリス  11   3   1   1   6 0.273 0.364
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2021年8月1日（日）　3回新潟4日 6R メイクデビュー新潟 サラ系2歳 新馬 牝 馬齢 1600m　芝・左　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。


