
2016トレーニングセール　調教VTRタイム一覧　#5
4月19日

BTC　ダート1600m

セリ
番号 １Ｆ 性 毛色

生年
月日

父 母 申込者名 飼養者名

7 11.30 牡 栗 4/9 カンパニー アスフォデル ㈱愛知ステーブル ㈱愛知ステーブル

9 11.84 ♀ 鹿 4/1 タイキシャトル アドマイヤディア ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

11 10.95 ♀ 鹿 4/5 トーセンホマレボシ アズマセブンガール ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

14 14.30 牡 鹿 5/22 ストリートセンス アンダンテ 上村　清志 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド

17 12.90 ♀ 鹿 4/30 ストリートセンス アプリシエーション ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

18 11.30 牡 青鹿 3/30 ケイムホーム アーバンライナー ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

19 11.72 牡 鹿 4/14 キングヘイロー イエローダンサー 中脇　満 ＭＡＸトレーニングファーム

29 10.94 牡 鹿 3/10 ジョーカプチーノ イシュトリルトン ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

35 11.37 牡 鹿 5/12 カンパニー エアセレナーデ ㈲小島牧場 三橋ステーブル

41 11.30 牡 青鹿 5/10 ディープスカイ カイロローズ ㈲大島牧場 ㈱愛知ステーブル

58 11.60 ♀ 栗 4/17 メイショウボーラー クリスタルシャワー ㈲チェスナットファーム ㈲チェスナットファーム

59 11.44 ♀ 鹿 3/9 カネヒキリ クリスタルブランカ ㈲カナイシスタッド ㈲カナイシスタッド

73 11.23 ♀ 黒鹿 5/30 ブラックタイド サバンナガール ㈱吉澤ステーブル ㈱吉澤ステーブル

75 11.35 牡 鹿 4/9 エイシンアポロン サクラナスカ ㈲谷岡牧場 ㈱新和牧場

79 11.84 ♀ 黒鹿 4/19 シングンオペラ サウンドマラカイト ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

82 11.66 ♀ 鹿 4/9 ディープブリランテ コージネット トド岩高原銀河農場物語㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

95 11.00 ♀ 黒鹿 3/16 ブラックタイド シルクアグライア ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

97 11.35 牡 栗 3/5 カジノドライヴ ジーク 岡本　昌市 ㈱森本スティーブル

101 11.23 ♀ 黒鹿 3/23 フレンチデピュティ サマーリガード ㈱吉澤ステーブル ㈱吉澤ステーブル

103 11.35 牡 栗 5/6 サクラメガワンダー サクラブラッサム ㈲谷岡牧場 ㈱新和牧場

125 11.12 牡 栗 4/20 タイムパラドックス ツクバオトメ ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

126 11.74 牡 鹿 3/28 スターリングローズ ドーパミン ㈲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

135 12.60 ♀ 青 3/26 マンハッタンカフェ ディナーパーティ ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム

136 12.08 ♀ 鹿 5/2 ワークフォース ティーケイキャット ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

137 11.85 牡 鹿 5/23 ローエングリン ドリームドリーマー ㈲北光牧場 ＭＡＸトレーニングファーム

147 11.44 ♀ 黒鹿 4/30 メイショウボーラー タイキエリーゼ ㈲カナイシスタッド ㈲カナイシスタッド

155 12.00 ♀ 栗 1/26 ハーツクライ ナヴィガトリア 前川　勝春 ㈲三石軽種馬共同育成センター

163 11.30 ♀ 栗 4/28 ディープブリランテ ハギノフォルテ ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

169 11.70 牡 黒鹿 3/1 ヴァーミリアン ヒシアニマ ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

182 12.98 ♀ 芦 4/29 ナカヤマフェスタ ビジューブリアン ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

189 12.99 ♀ 栗 4/26 トーセンホマレボシ ブルーラスター ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム

207 11.82 ♀ 栗 2/18 サマーバード プレラット 小河　豊水 ㈲三石軽種馬共同育成センター

209 11.68 ♀ 鹿 4/18 パイロ ペスカトリーチェ ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム

212 11.46 牡 黒鹿 3/25 マンハッタンカフェ ポルベニル ㈲チェスナットファーム ㈲チェスナットファーム

226 11.65 ♀ 栗 3/29 ディープブリランテ マイイブキ ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

229 12.08 ♀ 栗 3/20 ジャイアントレッカー ミスイザベラ トド岩高原銀河農場物語㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

238 11.62 ♀ 鹿 4/5 ヴィクトワールピサ ライトウェイレフト ㈱吉澤ステーブル ㈱吉澤ステーブル

243 11.35 ♀ 鹿 4/23 トビーズコーナー リファールナカヤマ ㈲中山牧場 ㈱森本スティーブル

250 12.10 牡 黒鹿 4/25 ゼンノロブロイ ロックフォーティ 小林　仁 斉藤ステーブル


