
2016トレーニングセール　調教VTRタイム一覧　#1
4月14日

日高軽種馬共同育成公社　ダート1200m
セリ
番号

１Ｆ 性 毛色
生年
月日

父 母 申込者名 飼養者名

3 11.80 牡 鹿 4/2 アドマイヤマックス アイアンゴールド ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

15 11.50 ♀ 栗 3/27 タニノギムレット アースツリー ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

24 12.55 ♀ 栗 3/27 コンデュイット インディストラーダ 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

28 11.78 ♀ 黒鹿 5/8 マンハッタンカフェ アルシッペ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

30 11.35 ♀ 鹿 4/25 ディープブリランテ ヴァレンス 石郷岡　雅樹 ㈱セイクリットファーム

36 11.50 牡 栗 5/1 エイシンデピュティ エアワルツ 小泉　学 クラックステーブル

37 11.70 ♀ 鹿 3/3 サウスヴィグラス エレクティオン ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

45 11.65 ♀ 栗 3/30 スマートファルコン エアスパイシー ㈲五丸農場 ㈱セイクリットファーム

51 11.71 牡 鹿 5/1 クロフネ キャトルセゾン ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

52 11.85 ♀ 黒鹿 5/8 ゴールドヘイロー キョウワセイラン ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

53 12.25 ♀ 青鹿 5/7 パイロ ギンザグラマラス 松浦　正春 エンパワーファーム

64 11.57 牡 鹿 5/24 スマートファルコン コーブライミー ㈲岡田牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター

66 14.00 牡 黒鹿 4/10 トランセンド ゴールドタキオン イワミ牧場 イワミ牧場

68 11.95 ♀ 鹿 2/17 タートルボウル グロリアスフラワー ㈲五丸農場 ㈱セイクリットファーム

70 11.43 牡 鹿 5/12 ディープブリランテ シゲルハチマンタイ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

71 13.70 ♀ 芦 3/9 コンデュイット シャンパンフルート ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

72 11.70 ♀ 鹿 4/19 サマーバード ジェニュラビーン ㈲アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

80 13.70 ♀ 鹿 5/13 ルーラーシップ サルヴァドール 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

83 13.60 牡 鹿 5/17 キングヘイロー ジェミーブロッサム ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

86 12.85 牡 黒鹿 4/1 タニノギムレット シチリアーナ 岡田スタッド 岡田スタッド

96 12.30 牡 黒鹿 4/15 フォーティナイナーズサン シルクパサージュ 松浦　正春 エンパワーファーム

100 12.62 牡 栗 5/12 サイレントディール スーパーシンガー ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

109 11.18 牡 青鹿 5/10 ヴァーミリアン スズカゲラン ㈲アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

110 11.60 牡 黒鹿 5/22 カネヒキリ スターコンドル ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

111 11.85 牡 栗 3/28 ローエングリン スターキャンドル ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

113 13.70 ♀ 栗 1/26 ナカヤマフェスタ スプレッドアームズ ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

124 12.08 ♀ 鹿 3/25 アイルハヴアナザー チャップアップ 岡田スタッド 岡田スタッド

127 11.87 牡 鹿 4/16 ストーミングホーム トリプルアクト ㈲ヤマダステーブル ㈲ヤマダステーブル

130 11.80 牡 鹿 5/8 ナカヤマフェスタ トシノヘクター ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

133 11.57 牡 鹿 3/20 ホワイトマズル トミノドリーム ㈲岡田牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター

134 12.55 ♀ 黒鹿 5/6 ロージズインメイ ダンシングナゲット ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

140 12.38 牡 芦 3/26 フサイチリシャール ナイキステイブル 守矢牧場 クラックステーブル

141 11.80 牡 鹿 4/20 ベーカバド サザンレイスター 石郷岡　雅樹 ㈱セイクリットファーム

146 12.24 ♀ 栗 5/15 ジャングルポケット タカイチキンカメ ㈱タガミファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

148 11.37 牡 鹿 4/20 ケイムホーム ソルティレージュ ㈲アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

149 11.85 牡 黒鹿 4/7 マツリダゴッホ ハワイアンシェーナ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

156 11.85 牡 芦 4/18 スウェプトオーヴァーボード ノアフェアリー ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

159 11.95 ♀ 青鹿 4/27 ストーミングホーム ニシノルージュ ㈲タニグチ牧場 ㈲ヤマダステーブル

162 12.55 ♀ 黒鹿 3/24 ヴィクトワールピサ トリアノンパレス ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

165 12.20 ♀ 鹿 4/20 アドマイヤムーン パシティア ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

166 12.58 ♀ 黒鹿 1/17 タートルボウル ハッピービーチ ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

167 11.70 牡 黒鹿 3/30 ゴールドヘイロー ニシノボナリー ㈲アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

174 11.59 牡 栗 4/20 トランセンド パープルシック ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

185 12.55 ♀ 黒鹿 4/7 ロージズインメイ リヴァリーガーデン 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

192 11.40 牡 鹿 5/2 Bellamy Road Romantic Romance ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

198 12.20 ♀ 栗 3/30 ゴールドアリュール ベジポタ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場



203 12.14 ♀ 青鹿 3/28 マツリダゴッホ ブルーミングガール 岡田スタッド 岡田スタッド

204 12.72 牡 鹿 4/14 カネヒキリ プレイリーウインド 静内ファーム サラブレッド・トレーニング・サービス

215 11.80 牡 栗 3/4 カネヒキリ フォレストメリー 沖田　哲夫 ㈱セイクリットファーム

217 11.95 ♀ 鹿 3/2 ワークフォース マーモリー 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

218 11.80 牡 鹿 4/23 ナカヤマフェスタ マイネフォクシー ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

224 11.50 牡 黒鹿 5/20 ブラックタイド マチカネセンヒメ 小泉　学 クラックステーブル

227 12.58 ♀ 鹿 4/18 フレンチデピュティ ホットファッション ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

231 11.67 牡 栗 4/4 アドマイヤジャパン ミスビッド ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

236 12.30 牡 鹿 4/25 カンパニー メイショウヤマブキ 松浦　正春 エンパワーファーム

237 12.44 牡 栗 4/19 メイショウボーラー ユズリープ 守矢牧場 クラックステーブル

240 11.70 牡 鹿 4/10 ゴールドアリュール ラブバーボン ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

242 13.70 牡 鹿 4/12 シンボリクリスエス ライトレール 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

244 12.72 牡 栗 2/20 コンデュイット リーサムフリーク 岡田スタッド 岡田スタッド

248 11.55 ♀ 青鹿 4/27 スズカマンボ レモンハート 沖田　哲夫 ㈱セイクリットファーム

249 13.20 ♀ 栗 3/18 アサクサキングス ロゼチアーズ 田口トレーニングファーム 田口トレーニングファーム


