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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

5 12.10 ♀ 栗 4/19 アドマイヤマックス アイダンスカラー ㈲岡田牧場 ＣＲステーブル

10 11.95 牡 鹿 3/15 クロフネ アドマイヤジュノー 石郷岡　雅樹 ㈱門別牧場

12 12.48 ♀ 鹿 2/17 ゼンノロブロイ アルウェット ㈲浜本牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

20 11.35 牡 黒鹿 3/14 プリサイスエンド イッツアバウトシルヴァー 目黒牧場 ㈱セイクリットファーム

26 11.93 牡 栗 4/13 ハーツクライ イースタリーブリーズ 田端牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

38 11.93 牡 鹿 5/22 エンパイアメーカー エクストラニュース ㈲大栄牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

43 11.56 ♀ 鹿 4/15 キンシャサノキセキ カシマフラワー ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

54 13.67 牡 鹿 5/7 トランセンド キャンディームーン 石郷岡　雅樹 ㈱セイクリットファーム

56 11.75 ♀ 黒鹿 3/28 マンハッタンカフェ クイーンギムレット ㈲千葉飯田牧場 ㈲千葉飯田牧場

65 11.79 ♀ 青鹿 2/1 ロージズインメイ コーラルチャイムズ ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

77 12.00 牡 黒鹿 2/4 ジャングルポケット サクラプラチナ ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

81 12.76 牡 青 3/21 タイムパラドックス サンデーシャドウ ㈲カタオカステーブル ㈲カタオカステーブル

87 11.76 ♀ 鹿 4/8 ディープブリランテ シャトルタテヤマ ㈲岡田牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター

88 11.76 ♀ 黒鹿 4/25 パイロ シャドウファイル ㈲パイオニアファーム ㈲パイオニアファーム

89 11.47 牡 鹿 4/12 ジャングルポケット シャフィガ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

90 11.95 牡 黒鹿 1/23 パイロ シゲキテキテキーラ ㈲オリエント牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

112 11.13 ♀ 栗 3/28 スマートファルコン スマートエッグ ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

122 11.47 牡 鹿 5/9 ケイムホーム ダノンクラフト ㈲仲野牧場 ㈱門別牧場

131 11.65 牡 黒鹿 3/13 ダノンシャンティ トネスボウス ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

145 11.76 牡 鹿 6/3 メイショウボーラー タケデンエイブル ㈲アサヒ牧場 藤平ステーブル

152 11.50 ♀ 黒鹿 5/18 ロードアルティマ ナナコフレスコ ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

153 12.12 牡 青鹿 3/11 ブラックタイド ナウシカトウショウ ㈲浜本牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

157 12.42 牡 鹿 4/9 フサイチコンコルド ノーリグレッグ 守矢牧場 クラックステーブル

158 12.25 ♀ 青鹿 5/18 トーセンホマレボシ ニュートロンスター 宝寄山　忠則 ㈲賀張宝寄山育成牧場

164 11.35 牡 黒鹿 4/30 ローレルゲレイロ ハギノローザ 沖田　哲夫 ㈱セイクリットファーム

171 11.22 牡 鹿 5/7 サクラプレジデント ハナサカセマショウ ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

172 11.11 牡 鹿 5/19 トランセンド パシャ 石郷岡　雅樹 ㈱セイクリットファーム

175 11.55 ♀ 栗 3/15 カジノドライヴ ファンキートット ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

181 12.35 牡 黒鹿 4/3 デビッドジュニア ビーナスウィスパー 守矢牧場 クラックステーブル

183 11.66 ♀ 黒鹿 4/9 サムライハート バンブーズルド ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

188 13.18 牡 栗 5/26 スクリーンヒーロー ファーマペニー ㈲高山牧場 ㈱セイクリットファーム

191 11.76 ♀ 芦 3/26 ロードアルティマ フィエスタ 坂本　智広 クラックステーブル

194 11.97 ♀ 鹿 3/1 ジャングルポケット フォーチュネイター ㈲岡田牧場 ＣＲステーブル

197 12.90 ♀ 鹿 2/28 ローエングリン フジファレノプシス ㈲佐藤牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

200 11.35 牡 鹿 4/16 サマーバード フィールザファン ㈲五丸農場 ㈱セイクリットファーム

202 11.82 牡 栗 5/16 ケイムホーム ブルーボックスボウ 坂本　智広 クラックステーブル

208 11.55 牡 栗 5/17 カジノドライヴ ヘヴンズカーニバル ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

211 12.00 ♀ 栗 3/21 ジャングルポケット ホリデイスクリーン 白瀬　盛雄 ㈱門別牧場

214 11.72 ♀ 鹿 3/10 ベーカバド ボンナターレ ㈲岡田牧場 ㈲目名共同トレーニングセンター

220 12.48 ♀ 黒鹿 2/28 ハービンジャー マジックポーションⅡ ㈲秋田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社



223 12.25 ♀ 鹿 2/25 カネヒキリ マルターズガール 村上　雅規 ㈱白馬牧場

225 11.67 牡 鹿 5/2 ヴァーミリアン マダムメガミ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

235 12.80 ♀ 鹿 3/18 ダノンシャンティ ミヤビリリー ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

246 11.97 ♀ 栗 3/10 スクリーンヒーロー ルートファイブ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

251 13.45 ♀ 芦 4/29 キタサンカムイデン ロマンスフリージア ㈲米田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社


