
2016トレーニングセール　調教VTRタイム一覧　#2
4月15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

2 11.16 牡 鹿 4/21 シニスターミニスター アイアンアタック ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

8 12.15 牡 黒鹿 5/27 ベーカバド アトウバ 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

22 11.49 牡 黒鹿 3/9 ファスリエフ イシノエストック ㈲アサヒ牧場 藤平ステーブル

33 12.15 牡 芦 5/5 ヴァーミリアン エイダイクイン ㈲東振牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

42 11.50 牡 黒鹿 2/18 スズカフェニックス カサパサー ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

44 11.65 ♀ 黒鹿 3/4 トーセンホマレボシ カーサエスペランサ ㈲岡田牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター

50 11.49 牡 黒鹿 4/17 プリサイスエンド ギミーヘブン ㈲アサヒ牧場 藤平ステーブル

57 11.90 ♀ 鹿 5/27 シルバーチャーム グランドアルシュ 宝寄山　忠則 ㈲賀張宝寄山育成牧場

67 11.95 ♀ 黒鹿 3/22 サクラプレジデント グリッタラーティ 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

84 11.48 ♀ 栗 2/13 メイショウボーラー シャドウスプリング ㈱白井牧場 ㈱白井牧場

99 11.50 牡 栗 5/5 キャプテントゥーレ シーダーアラジ ㈱白井牧場 ㈱白井牧場

105 11.34 ♀ 鹿 2/10 スマートファルコン ジュエリークイーン ㈲岡田牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター

107 11.82 牡 鹿 2/2 ヴァーミリアン スイートライラック ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

115 11.71 ♀ 鹿 3/27 アサクサキングス セリノベガ ㈲ファーミングヤナキタ ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

119 10.90 ♀ 黒鹿 5/24 ストーミングホーム タイキプレリュード 村上　欽哉 藤平ステーブル

120 11.72 牡 鹿 5/20 サマーバード タイキセレーネ ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

123 11.15 牡 鹿 5/16 パーソナルラッシュ チャランダ 原　弘之 クラックステーブル

142 11.44 牡 鹿 3/15 タニノギムレット サンアイブライト ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

150 12.70 牡 栗 4/25 ゴールドアリュール ヒシアリアケ ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

168 12.70 牡 芦 4/30 クロフネ ヒシフェアレディ ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

170 11.15 牡 鹿 5/11 プリサイスエンド ブーケドロゼブルー 原　弘之 クラックステーブル

177 11.12 牡 鹿 3/18 デュランダル ヒガンバナ ㈲飛野牧場 福地トレーニングファーム

180 12.75 牡 黒鹿 4/5 タニノギムレット ビッグキャンドル ㈲大西興産 ㈲高橋ファーム

184 11.44 牡 青鹿 4/15 ローレルゲレイロ ポポラーレ ㈱白井牧場 ㈱白井牧場

190 11.95 ♀ 鹿 2/4 サマーバード ファヴォリ ㈲ベーシカル・コーチング・スクール ㈲ベーシカル・コーチング・スクール

195 12.30 牡 鹿 2/28 エンパイアメーカー フィルドール 前田牧場 ㈲高橋ファーム

199 11.75 ♀ 栗 4/24 アイルハヴアナザー ブリーボーンズ ㈲畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター

201 11.12 牡 鹿 3/30 トーセンホマレボシ ブライトキャップ ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

206 11.18 牡 黒鹿 4/26 タニノギムレット フレンドリーレイズ 山際　辰夫 ヤシ・レーシングランチ

210 12.18 ♀ 栗 4/18 ロージズインメイ ベルモントエルメス ㈲中央牧場 クラックステーブル

221 11.15 牡 栗 5/10 ブレイクランアウト マコトエンエン ㈱白井牧場 ㈱白井牧場

228 12.61 ♀ 鹿 3/7 フリオーソ ミスティックラヴ ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

234 11.75 ♀ 栗 4/24 カネヒキリ ミラノトウショウ ㈲畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター

239 11.95 ♀ 鹿 3/14 ストリートセンス ラヴインザダーク ㈲ベーシカル・コーチング・スクール ㈲ベーシカル・コーチング・スクール

241 12.40 牡 鹿 3/19 カネヒキリ リアクションレート ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

245 12.55 ♀ 栗 3/18 デュランダル レッドディクシー 宝寄山　忠則 ㈲賀張宝寄山育成牧場

247 12.18 ♀ 黒鹿 4/10 アドマイヤコジーン レディジュエル 守矢牧場 クラックステーブル

252 11.41 牡 鹿 4/24 ベーカバド ローレルオードリー ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル


