
2015　トレーニングセール　VTR撮影タイム一覧表　

【撮影場所】　 ＃１ ･･･新冠・日高軽種馬共同育成公社　　4/16(木)～18(土) ダート1,200ｍ／ラスト1Fを計測（172頭撮影）

　　　　　　　　　＃２ ･･･浦河・BTC（日高育成総合施設軽種馬育成調教場）　4/20(月)・21(火) ダート1,600ｍ／ラスト1Fを計測 （72頭撮影）　 

※タイム欄が｢－｣の馬はVTR撮影を行っておりません。

上場№ 馬名 性 １Ｆ 販売申込者名 飼養者名 撮影日 撮影場所

1 マイルドスマイル2013 ♀ 11.89 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/16 ＃１

2 マサカーネの25 ♀ 11.77 ㈲石田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

3 マイネマスカレード2013 ♂ 12.58 原　弘之 ㈲目名共同トレーニングセンター 4/18 ＃１

4 マドリガルスコア2013 ♂ 14.40 ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場 4/16 ＃１

5 マルカデスティニーの13 ♀ － 岡田スタッド 岡田スタッド － －

6 マルベリープレーンの25 ♂ 11.88 ストロベリーフィールドファーム㈱ ㈲太盛トレーニングセンター 4/18 ＃１

7 ミスグランドコーホの2013 ♀ 10.80 ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル 4/21 ＃２

8 ミスダイナクリスの2013 ♂ 12.97 ㈲本桐牧場 本桐共同育成センター 4/20 ＃２

9 ミニーチャン25 ♂ 13.00 ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム 4/21 ＃２

10 ミノリカーリー2013 ♀ － ㈲へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ － －

11 ミヤビアゼリアの2013 ♂ 12.14 ㈲カナイシスタッド ㈲カナイシスタッド 4/21 ＃２

12 ミヤビトップレディ2013 ♂ 11.87 ㈲コスモヴューファーム ㈲コスモヴューファーム 4/17 ＃１

13 ミッドキャップの13 ♀ 13.14 岡田スタッド 岡田スタッド 4/16 ＃１

14 ミューズダンス25 ♂ － ㈲アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ － －

15 マスターマインの2013 ♀ 11.73 ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター 4/16 ＃１

16 メイショウフレスコの2013 ♂ 11.78 ㈱リトルブルーファーム ㈱門別牧場 4/18 ＃１

17 メイショウカルメンの25 ♂ － トド岩高原銀河農場物語㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ － －

18 メイケイキララの25 ♀ 12.19 ㈲猪野毛牧場 田口トレーニングファーム 4/16 ＃１

19 メイプルロードの25 ♀ － 成隆牧場 ＭＡＸトレーニングファーム － －

20 ミヤビリリーの25 ♀ 11.98 石郷岡　雅樹 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

21 モルフェアトラクト2013 ♂ 11.78 ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム 4/17 ＃１

22 ムーニーポンズの13 ♂ 12.55 岡田スタッド 岡田スタッド 4/16 ＃１

23 ヤマカツアンナの2013 ♀ 12.96 サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/16 ＃１

24 モエレカントリー2013 ♂ － ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム － －

25 モエレピンクレディの25 ♂ 11.35 ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル 4/17 ＃１

26 ユタカプリンセス2013 ♀ 12.66 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/18 ＃１

27 ラシルフィード13 ♀ 12.24 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー 4/16 ＃１

28 ライサの2013 ♀ 12.49 村上　欽哉 藤平ステーブル 4/17 ＃１

29 ライムライトの2013 ♂ 11.94 ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター 4/18 ＃１

30 ミリオンハッピー2013 ♂ 14.10 ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場 4/16 ＃１

31 メイプルマリチャンの25 ♂ 12.18 ストロベリーフィールドファーム㈱ ㈲太盛トレーニングセンター 4/17 ＃１

32 ヤマノケントップの25 ♀ 14.73 サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/16 ＃１

33 ユウキフジサン2013 ♂ 11.25 ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム 4/17 ＃１

34 ユウワンチョイス2013 ♀ 欠場 増本　良孝 ㈲グランデファーム － －

35 ラガーシュリンクス2013 ♂ 11.38 ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場 4/16 ＃１

36 ラヴァーズテーラーの13 ♂ 12.97 岡田スタッド 岡田スタッド 4/16 ＃１

37 ラストランナー2013 ♀ 10.88 ㈲アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 4/21 ＃２

38 ラブドリーム2013 ♀ 11.33 ㈲杵臼牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 4/20 ＃２

39 ラビングトスカーナ2013 ♂ 11.50 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/16 ＃１

40 リッジローズ2013 ♂ 11.38 ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル 4/17 ＃１

41 リバルドソナタ2013 ♂ 11.07 トド岩高原銀河農場物語㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 4/20 ＃２

42 リミッターブレイク2013 ♂ 11.82 ㈲五丸農場 ㈱セイクリットファーム 4/17 ＃１

43 リュウメイの25 ♀ 12.43 ㈲笹川大晃牧場 クラックステーブル 4/18 ＃１

44 リュウヨウの2013 ♂ － ㈲ヒダカファーム ㈲ヒダカファーム － －

45 リボンキッスの25 ♂ 11.02 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 4/20 ＃２

46 リーサ13 ♀ 14.58 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー 4/16 ＃１

47 リトルイライザの2013 ♀ 12.58 ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター 4/17 ＃１

48 ルージュクール2013 ♀ － ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム － －

49 レイジングロマンスの2013 ♂ － ㈲カナイシスタッド ㈲カナイシスタッド － －

50 レインボーシックス2013 ♂ 13.37 ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム 4/20 ＃２

51 レインボーファスト2013 ♀ 12.00 ㈲千葉飯田牧場 ㈲千葉飯田牧場 4/18 ＃１

52 レットイットスノーの13 ♂ 12.45 岡田スタッド 岡田スタッド 4/16 ＃１

53 レッドグラスの2013 ♀ 11.97 ㈲ケイズ ㈲ケイズ 4/18 ＃１

54 レディーファースト2013 ♀ － ㈲日高大洋牧場 ㈲日高大洋牧場 － －



上場№ 馬名 性 １Ｆ 販売申込者名 飼養者名 撮影日 撮影場所

55 レナリッチの2013 ♀ 欠場 ㈲へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ － －

56 レビューナカヤマ2013 ♀ 11.79 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/18 ＃１

57 ラブポエットの25 ♀ 13.31 0 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/18 ＃１

58 レディフェアリーの2013 ♀ 11.40 ㈲アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 4/16 ＃１

59 レーシングホステスの2013 ♀ 11.74 ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター 4/16 ＃１

60 ロイヤルフラッシュ2013 ♀ 13.95 ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場 4/17 ＃１

61 ロザヴィアの2013 ♂ 欠場 村山　光弘 ㈱エクワインレーシング － －

62 ロッチイブ2013 ♂ 11.65 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 4/20 ＃２

63 ローズヘイローの25 ♀ 11.89 ㈲石田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

64 ロマンダムール2013 ♀ 12.60 ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場 4/17 ＃１

65 ランタナの25 ♂ 11.97 八木　明広 藤平ステーブル 4/16 ＃１

66 レスティヴコマンダの25 ♂ 11.74 ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル 4/17 ＃１

67 レッドフィオーレ2013 ♂ 11.53 ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム 4/17 ＃１

68 ロージーズシスターの2013 ♂ 12.46 ㈱松浦牧場 ㈲チェスナットファーム 4/21 ＃２

69 ローズウッドの13 ♀ － 岡田スタッド 岡田スタッド － －

70 ローランデイラミの25 ♀ 11.56 ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム 4/21 ＃２

71 ワイルドリリーの25 ♀ 11.02 ㈲大島牧場 ㈱愛知ステーブル 4/20 ＃２

72 アジェンダ25 ♂ － ㈲北光牧場 ＭＡＸトレーニングファーム － －

73 ヤマカツサクラの2013 ♀ 11.65 ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター 4/16 ＃１

74 ヤマイチリノ2013 ♀ 13.31 安達　洋生 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/18 ＃１

75 ワディラム13 ♂ 12.18 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー 4/16 ＃１

76 ウインファンタジア2013 ♂ 12.40 大迫　久美子 吉田ステーブル（ファンタストクラブ） 4/17 ＃１

77 アイランドダリア2013 ♂ 11.30 トド岩高原銀河農場物語㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 4/20 ＃２

78 アポロサミット2013 ♂ 12.84 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/17 ＃１

79 アトミックカフェの2013 ♂ 12.12 谷川　博勝 ㈲グランデファーム 4/21 ＃２

80 アミューズ2013 ♀ 11.24 ㈲辻牧場 ㈲武田ステーブル 4/20 ＃２

81 アリー13 ♂ － ㈱吉澤ステーブル ㈱吉澤ステーブル － －

82 アレグリアスの2013 ♂ 12.17 ㈲橋本牧場 ㈲橋本牧場 4/18 ＃１

83 アールデコの25 ♀ 12.43 坂本　智広 クラックステーブル 4/18 ＃１

84 アーミーリニア2013 ♂ 12.15 ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場 4/16 ＃１

85 モルフェクラウン2013 ♂ 12.07 ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム 4/17 ＃１

86 イシノエストックの25 ♀ 12.05 ㈲石田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

87 イシノエレガンスの2013 ♀ 12.18 ストロベリーフィールドファーム㈱ ㈲太盛トレーニングセンター 4/17 ＃１

88 ウインクパールの13 ♀ 11.55 八木　明広 ㈱門別牧場 4/18 ＃１

89 エイプリルスカイズ13 ♂ 11.91 石郷岡　雅樹 ㈱セイクリットファーム 4/17 ＃１

90 アンローランサンの13 ♂ 12.55 岡田スタッド 岡田スタッド 4/16 ＃１

91 アイマイミーの25 ♀ 11.30 ㈲二風谷ファーム ㈱愛知ステーブル 4/20 ＃２

92 アズサトップレディー2013 ♂ 11.20 ㈲アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 4/21 ＃２

93 インシステントの2013 ♂ 13.21 ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター 4/17 ＃１

94 サニーヒイロ ♂ 欠場 中脇　満 ＭＡＸトレーニングファーム － －

95 ヴィクトリアルイゼ2013 ♂ 11.75 ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル 4/17 ＃１

96 ウイナーズベル2013 ♀ 12.24 ㈲杵臼牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 4/20 ＃２

97 ウインエトワール2013 ♂ 12.40 村上　欽哉 吉田ステーブル（ファンタストクラブ） 4/17 ＃１

98 ヴィジョンサクラ25 ♀ 欠場 ㈲三石軽種馬共同育成センター ㈲日高軽種馬共同育成公社 － －

99 アンジェロ ♂ 11.64 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/18 ＃１

100 スズカマンボの25 ♂ 13.25 ㈲東振牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/17 ＃１

101 エアブリエ2013 ♂ 11.54 ㈱森本スティーブル ㈱森本スティーブル 4/21 ＃２

102 カウントオンミーの2013 ♂ 10.88 ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル 4/20 ＃２

103 イノセントハートの2013 ♂ － トド岩高原銀河農場物語㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ － －

104 ウインラシェーナ2013 ♂ 欠場 大迫　久美子 ㈲チェスナットファーム － －

105 ウェザーヘルム13 ♀ 12.16 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー 4/16 ＃１

106 エアファーギー2013 ♂ 14.14 ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場 4/16 ＃１

107 エトアールピオンの25 ♂ 13.08 ㈲日進牧場 ㈲日進牧場 4/21 ＃２

108 エルフガーランド2013 ♂ 12.24 ㈲三石軽種馬共同育成センター ㈲三石軽種馬共同育成センター 4/20 ＃２

109 エリザベスサクラ2013 ♂ － 鳥谷　勝彦 ㈲高橋ファーム － －

110 エアベルヘザーの25 ♀ 12.68 ㈲稲原牧場 ㈲坂東牧場 4/17 ＃１

111 エスケイチャーミイ25 ♂ 13.60 ㈲ベルモントファーム クラックステーブル 4/18 ＃１

112 エクストラニュース2013 ♂ 12.51 ㈲大栄牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

113 オシャレナカオリの2013 ♀ 11.77 藤本ファーム ㈱セイクリットファーム 4/18 ＃１

114 オトヒメ2013 ♀ 12.60 藤本牧場㈲ ＹＴＴパートナーシップ 4/17 ＃１



上場№ 馬名 性 １Ｆ 販売申込者名 飼養者名 撮影日 撮影場所

115 オメガグッドラック2013 ♂ 11.83 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/16 ＃１

116 ファニーの25 ♂ 12.63 ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム 4/21 ＃２

117 ビビアン ♀ 13.60 サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/16 ＃１

118 キャッスルローズの２ ♂ 12.10 城市　公 サラブレッド・トレーニング・サービス 4/16 ＃１

119 クロネコ2013 ♂ 11.48 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 4/21 ＃２

120 ケージーハッピー2013 ♀ 11.70 ㈲岩見牧場 岩見ステーブル 4/17 ＃１

121 コパノオマモリ2013 ♀ － ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場 － －

122 ウインプラチナム2013 ♀ 12.17 大迫　久美子 吉田ステーブル（ファンタストクラブ） 4/17 ＃１

123 カーサエスペランサの2013 ♀ 11.62 ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター 4/16 ＃１

124 カルストンツバサの2013 ♂ 11.47 沖田　哲夫 ㈱セイクリットファーム 4/17 ＃１

125 カシノヴィガ2013 ♂ 11.62 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/17 ＃１

126 カズノスカーレット2013 ♂ 11.78 ㈲中山牧場 ㈱森本スティーブル 4/21 ＃２

127 カネトシヴィゴーレ2013 ♂ 12.19 ㈲コスモヴューファーム ㈲コスモヴューファーム 4/17 ＃１

128 カフェショコラ2013 ♂ 11.38 ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル 4/17 ＃１

129 カモンマイハウスの2013 ♂ 12.13 ㈲中田牧場 田口トレーニングファーム 4/17 ＃１

130 カズサヴァンベールの2013 ♂ 11.26 ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル 4/20 ＃２

131 ギンマクノヨウセイの2013 ♂ － 阿部　栄乃進 ＭＡＸトレーニングファーム － －

132 キャラットの25 ♂ 10.88 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 4/20 ＃２

133 キタサンスズラン2013 ♀ 12.57 ㈲カタオカステーブル ㈲カタオカステーブル 4/18 ＃１

134 キシュウプリンセス25 ♂ 12.84 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/17 ＃１

135 キャットストリートの25 ♀ 15.90 渋谷　健作 スウィングフィールド牧場 4/17 ＃１

136 キラリンの13 ♀ 12.38 岡田スタッド 岡田スタッド 4/16 ＃１

137 カントリーバッハ2013 ♂ 12.01 若林　順一 ㈱セイクリットファーム 4/17 ＃１

138 クリーマックス2013 ♂ 12.19 ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム 4/17 ＃１

139 グロリアスドータ2013 ♀ 10.87 坂牧場 ㈱愛知ステーブル 4/20 ＃２

140 セクシーセディー ♀ 13.92 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 4/17 ＃１

141 ラプターセイハート13 ♀ 12.16 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー 4/16 ＃１

142 ランバダビーンの2013 ♂ 13.21 ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター 4/17 ＃１

143 ローランシノワーズの25 ♀ 10.90 ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム 4/20 ＃２

144 オリオンザレモン25 ♀ 11.08 トド岩高原銀河農場物語㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 4/21 ＃２

145 オートマリア2013 ♀ 12.02 石郷岡　雅樹 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

146 カーメリタの2013 ♀ 11.15 ㈲アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 4/21 ＃２

147 インプルーブ25 ♂ 11.20 ㈲谷岡牧場 ㈱新和牧場 4/21 ＃２

148 グラスレビンの2013 ♂ 13.50 ㈲山際セントラルスタッド ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/17 ＃１

149 クラサヴィカ2013 ♀ 11.78 ㈲三浦牧場 ヤシ・レーシングランチ 4/18 ＃１

150 クランチーカ2013 ♀ 11.08 中村　雅明 ㈲グランデファーム 4/20 ＃２

151 クリスティナリッチ2013 ♀ 12.00 ㈲千葉飯田牧場 ㈲千葉飯田牧場 4/18 ＃１

152 クロカミノマイの25 ♀ 12.01 沖田　哲夫 ㈱セイクリットファーム 4/17 ＃１

153 グレイトグレイスの2013 ♂ 10.86 ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル 4/20 ＃２

154 ケイケヤキ2013 ♂ 14.40 ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場 4/16 ＃１

155 グロリアスメモリー2013 ♀ 11.79 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/18 ＃１

156 ケイビイスパイダー2013 ♀ 11.45 ㈱森本スティーブル ㈱森本スティーブル 4/21 ＃２

157 ケージーレインボーの2013 ♀ 11.52 ㈲岩見牧場 岩見ステーブル 4/17 ＃１

158 コウユーナナエヤエの2013 ♂ 11.32 ㈲エムエム、ヤマダファーム ㈱アクティファーム 4/21 ＃２

159 コサンジョウ2013 ♀ － ㈲畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター － －

160 コスモザガリアの25 ♀ 12.33 八木　明広 藤平ステーブル 4/17 ＃１

161 コンゴウアンゲルスの25 ♀ 12.08 土田　扶美子 ㈱愛知ステーブル 4/20 ＃２

162 コフィーチャンの2013 ♂ 11.06 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 4/20 ＃２

163 ゴーゴーサンデー2013 ♂ 12.21 ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム 4/17 ＃１

164 コーラルチャイムズ2013 ♂ 12.05 ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル 4/17 ＃１

165 サトノアーチ2013 ♂ 12.12 ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場 4/16 ＃１

166 メーンテーブルの2013 ♀ 12.60 ㈲へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 4/17 ＃１

167 ガーネットビコー2013 ♀ 12.16 吉田　稔 吉田ステーブル（ファンタストクラブ） 4/17 ＃１

168 キタサンレター2013 ♀ 12.50 ㈲カタオカステーブル ㈲カタオカステーブル 4/18 ＃１

169 サンターナズソングの2013 ♀ 12.32 サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/17 ＃１

170 サクラヴィッキーの2013 ♀ 12.70 ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター 4/17 ＃１

171 シルキーフレンドの2013 ♀ 12.70 樋渡　志尚 サラブレッド・トレーニング・サービス 4/17 ＃１

172 シャイントウショウ2013 ♂ 13.16 ㈲佐藤牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

173 シルクシャープネスの25 ♂ － ㈲カナイシスタッド ㈲カナイシスタッド － －

174 スズカセレナード2013 ♂ 11.24 ㈲辻牧場 ㈲武田ステーブル 4/20 ＃２



上場№ 馬名 性 １Ｆ 販売申込者名 飼養者名 撮影日 撮影場所

175 スコルピオンキッスの2013 ♀ 11.45 石郷岡　雅樹 ㈱セイクリットファーム 4/18 ＃１

176 スマートストームの13 ♂ 13.62 岡田スタッド 岡田スタッド 4/16 ＃１

177 サイキョウレディーの2013 ♂ 11.31 幾千世牧場 ㈱門別牧場 4/18 ＃１

178 サイレントラヴ2013 ♀ － ㈲日高大洋牧場 ㈲日高大洋牧場 － －

179 シャンティ25 ♂ 11.20 ㈲谷岡牧場 ㈱新和牧場 4/21 ＃２

180 フォーエヴァーマン ♂ 12.48 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 4/17 ＃１

181 シンポリッシュ2013 ♀ 12.04 ㈲杵臼牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 4/20 ＃２

182 グレイスオペラ25 ♂ 12.75 ㈲笹地牧場 ＭＡＸトレーニングファーム 4/21 ＃２

183 コンチェルト2013 ♂ 11.37 ㈱愛知ステーブル ㈱愛知ステーブル 4/20 ＃２

184 チャンネルワン2013 ♂ 16.42 渋谷　健作 スウィングフィールド牧場 4/17 ＃１

185 ディマーの2013 ♀ 11.52 ㈲ヤマダステーブル ㈲ヤマダステーブル 4/17 ＃１

186 シゲルヨリツキの2013 ♂ － サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター － －

187 シェリーバレンシア13 ♂ 11.45 ㈱吉澤ステーブル ㈱吉澤ステーブル 4/21 ＃２

188 スズランコマンダー2013 ♂ 11.42 沖田　哲夫 ㈱セイクリットファーム 4/18 ＃１

189 シルクスウィフト2013 ♀ － ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム － －

190 シュペルブロマネの2013 ♂ 11.29 ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル 4/21 ＃２

191 ジョウノビクトリア2013 ♀ 11.96 島瀬　順一 ㈱門別牧場 4/16 ＃１

192 シルキージュエルの25 ♀ 11.78 ㈱白井牧場 ㈱白井牧場 4/18 ＃１

193 シャナイア2013 ♂ 12.09 原　弘之 ㈲目名共同トレーニングセンター 4/18 ＃１

194 シルバーインゴットの2013 ♀ 12.53 ㈲須崎牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

195 ジーガートップランの５ ♂ 12.02 城市　公 サラブレッド・トレーニング・サービス 4/16 ＃１

196 スイートカトマンズ2013 ♂ 10.99 ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場 4/16 ＃１

197 スズカモンスーン2013 ♀ 11.22 ㈲辻牧場 ㈲武田ステーブル 4/20 ＃２

198 ステイウィズユー2013 ♂ 11.91 ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル 4/17 ＃１

199 シーディザーブスの13 ♀ 14.10 サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/18 ＃１

200 シルクファビュラスの25 ♂ 11.70 ㈲カナイシスタッド ㈲カナイシスタッド 4/21 ＃２

201 スリーキセキ2013 ♂ 11.37 ㈲辻牧場 ㈱愛知ステーブル 4/20 ＃２

202 ストロングソレイユの2013 ♀ 11.45 ㈲五丸農場 ㈱セイクリットファーム 4/18 ＃１

203 スラボンスカ2013 ♀ － ㈲日高大洋牧場 ㈲日高大洋牧場 － －

204 ソウルディーバ25 ♂ 12.31 ㈲三石軽種馬共同育成センター ㈲三石軽種馬共同育成センター 4/20 ＃２

205 ソフトワルツの2013 ♂ 11.83 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/16 ＃１

206 ヒシアニマ2013 ♂ － ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム － －

207 セイントブルックの25 ♀ 12.58 森永　聡 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

208 セイウンバリュー2013 ♀ 13.36 ㈲杵臼牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ 4/20 ＃２

209 トゥルービューティ2013 ♀ 12.71 ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場 4/16 ＃１

210 タニノホロホロの13 ♀ 12.77 岡田スタッド 岡田スタッド 4/16 ＃１

211 ダイイチボタン2013 ♀ 11.86 ㈱愛知ステーブル ㈱愛知ステーブル 4/20 ＃２

212 タイキジャンヌ13 ♂ 11.45 ㈱吉澤ステーブル ㈱吉澤ステーブル 4/21 ＃２

213 ノワールキング ♂ 12.12 山田　昇史 ㈱セイクリットファーム 4/17 ＃１

214 タイムトゥダンス13 ♂ 欠場 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー － －

215 ダブルオベリスクの2013 ♀ － ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル － －

216 タイランツフェイム2013 ♀ 12.90 ㈲キヨタケ牧場 サラブレッド・トレーニング・サービス 4/18 ＃１

217 ダイワキャンディの2013 ♂ 12.24 ㈲橋本牧場 ㈲橋本牧場 4/18 ＃１

218 タスクの2013 ♀ 12.14 村上　欽哉 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド 4/20 ＃２

219 タニノミラージュ25 ♂ 11.78 小泉　学 ㈲大作ステーブル 4/17 ＃１

220 ダラスの2013 ♀ 13.93 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 4/21 ＃２

221 ターフティファニーの25 ♀ 12.44 滝本　健二 吉田ステーブル（ファンタストクラブ） 4/17 ＃１

222 タニノローゼの13 ♂ － 岡田スタッド 岡田スタッド － －

223 トスカーナの25 ♂ 11.50 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/16 ＃１

224 トップロンシャン2013 ♀ 16.42 渋谷　健作 スウィングフィールド牧場 4/17 ＃１

225 ネオカーニバルの25 ♀ 11.38 ㈲大島牧場 ㈲グラストレーニングセンター 4/20 ＃２

226 セナリオの2013 ♀ 13.91 サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/16 ＃１

227 セレクトレディ25 ♂ 12.51 ㈲ヤマタケ牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

228 セルリアンブルー2013 ♀ 11.24 ㈲辻牧場 ㈲武田ステーブル 4/20 ＃２

229 ターキッシュブルー13 ♀ 11.45 高橋農場 ㈱愛知ステーブル 4/20 ＃２

230 テフテフ2013 ♀ 11.50 八木　明広 藤平ステーブル 4/17 ＃１

231 トミケンクラウン2013 ♀ 12.36 ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム 4/21 ＃２

232 トロピカルタイムの2013 ♂ 11.52 ㈲ヤマダステーブル ㈲ヤマダステーブル 4/17 ＃１

233 ドーパミンの2013 ♂ － ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 － －

234 トーホークイーン2013 ♂ 11.02 ㈱リトルブルーファーム ㈲グランデファーム 4/21 ＃２
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235 トップオブザヒル2013 ♂ 11.45 ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場 4/16 ＃１

236 ディコーラムの13 ♀ 12.60 岡田スタッド 岡田スタッド 4/16 ＃１

237 パーフェクトブルーの2013 ♂ 11.26 ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル 4/20 ＃２

238 ヒシアリアケ2013 ♀ 11.08 トド岩高原銀河農場物語㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 4/21 ＃２

239 ファーストナイナーの25 ♂ 12.10 ㈲猪野毛牧場 田口トレーニングファーム 4/16 ＃１

240 フローネ2013 ♂ － ㈲畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター － －

241 ナイキトライアンフ2013 ♂ 11.90 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/17 ＃１

242 ナイスエンジェル25 ♂ 11.83 ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル 4/17 ＃１

243 ナスノファイン2013 ♂ 12.58 原　弘之 ㈲目名共同トレーニングセンター 4/18 ＃１

244 ナポレオンオオミネの2013 ♀ 11.90 イワミ牧場 イワミ牧場 4/17 ＃１

245 ナムラパトリシア2013 ♀ － ㈲三石軽種馬共同育成センター ㈲三石軽種馬共同育成センター － －

246 ナムララピスの2013 ♀ 11.77 石郷岡　雅樹 ㈱セイクリットファーム 4/18 ＃１

247 ニシノピクチャー25 ♀ － ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム － －

248 ニシオノーブルの2013 ♂ 12.28 サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/17 ＃１

249 ノアライン2013 ♂ 13.16 ㈲米田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

250 ノーブルビューティ2013 ♀ 11.89 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/16 ＃１

251 バレンタインキッス2013 ♀ 12.70 荒木　貴宏 サラブレッド・トレーニング・サービス 4/17 ＃１

252 ハイアーラヴ2013 ♀ 11.33 パングロス有限会社 ㈱森本スティーブル 4/21 ＃２

253 パインアキナ25 ♀ 11.79 ㈲グラストレーニングセンター ㈲グラストレーニングセンター 4/20 ＃２

254 バトルキクヒメの2013 ♂ 11.40 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 4/20 ＃２

255 ハピネスミユキ25 ♂ 15.90 渋谷　健作 スウィングフィールド牧場 4/17 ＃１

256 ハルダルの2013 ♀ 12.16 滝本　健二 吉田ステーブル（ファンタストクラブ） 4/17 ＃１

257 パワフルリーフの25 ♀ 12.11 ㈲丸幸小林牧場 天馬ステーブル 4/20 ＃２

258 ハートライン2013 ♂ － ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場 － －

259 パーフェクトダンスの2013 ♀ 10.85 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 4/21 ＃２

260 フルーリーの25 ♂ 11.82 八木　明広 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

261 ビコーガイア2013 ♂ 11.90 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/17 ＃１

262 プラススキーの2013 ♂ 10.90 ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル 4/18 ＃１

263 ベストマリッジ2013 ♂ 12.53 ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場 4/16 ＃１

264 ベルモントエルメス25 ♂ 13.50 ㈲ベルモントファーム クラックステーブル 4/18 ＃１

265 フローラルウインドの2013 ♀ 12.97 ㈲本桐牧場 本桐共同育成センター 4/20 ＃２

266 ヒカルカグヤヒメの2013 ♀ 11.97 ㈲ケイズ ㈲ケイズ 4/18 ＃１

267 ヒシセーブル2013 ♂ 11.15 中村　雅明 ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 4/20 ＃２

268 ピースオブフリーの25 ♂ 13.35 ㈲豊郷牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/17 ＃１

269 ファイナルキス2013 ♀ － ㈲日高大洋牧場 ㈲日高大洋牧場 － －

270 ビジューブリアン2013 ♂ 11.77 ㈱門別牧場 ㈱門別牧場 4/17 ＃１

271 ヒシラプソディー2013 ♂ 11.86 ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム 4/21 ＃２

272 ヒルノコマンダーの2013 ♀ 欠場 飯島　功典 サラブレッド・トレーニング・サービス － －

273 プリンセスナイト25 ♂ 12.40 石郷岡　雅樹 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

274 プレジャーホークの2013 ♂ － ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル － －

275 ファンキートット2013 ♂ 12.25 田口トレーニングファーム 田口トレーニングファーム 4/17 ＃１

276 フィルドール2013 ♀ － ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム － －

277 フェルナンディーナの2013 ♀ 欠場 ㈲長谷川牧場 ㈱セイクリットファーム － －

278 フォンティーンの2013 ♀ 欠場 村山　光弘 ㈱エクワインレーシング － －

279 ブラックウィッチ25 ♂ 11.72 ストロベリーフィールドファーム㈱ ㈲太盛トレーニングセンター 4/18 ＃１

280 ブルーミングガールの13 ♂ 12.63 岡田スタッド 岡田スタッド 4/16 ＃１

281 シーズアウーマン ♀ 13.42 ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場 4/17 ＃１

282 プレンデトワール2013 ♂ 11.24 ㈲法理牧場 ㈱門別牧場 4/18 ＃１

283 フレンドリーレイズ2013 ♂ 12.40 石郷岡　雅樹 ㈲日高軽種馬共同育成公社 4/17 ＃１

284 プロラタ2013 ♀ 11.69 パングロス有限会社 ㈱森本スティーブル 4/21 ＃２

285 ベストマテリアルの2013 ♀ 欠場 ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル － －

286 ベルモントパティ25 ♂ － ㈲ベルモントファーム クラックステーブル － －

287 ラブリィマンボ ♀ 14.10 目黒牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター 4/18 ＃１

288 ホシノキンカ2013 ♀ 12.71 ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場 4/16 ＃１

289 ホッカイショコラの2013 ♀ 11.90 ㈲川向高橋育成牧場 ㈱門別牧場 4/16 ＃１

290 ホワイトクルーザーの2013 ♀ 13.37 ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム 4/20 ＃２

291 ホーマンシュテルンの25 ♀ 欠場 ㈲畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター － －


