
2017トレーニングセール　調教VTRタイム一覧　#1
4/13 日高軽種馬共同育成公社

セリ
番号

１Ｆ 性 父 母 母父 申込者名 飼養者名

2 12.35 牡 High Chaparral ナイトオブドバイ Lord of England （有）パイオニアファーム （有）パイオニアファーム

4 12.53 牡 タニノギムレット ナンヨーアース スペシャルウィーク （有）岡田牧場 ＣＲステーブル

6 11.60 牡 ローレルゲレイロ ニシノバニーガール ブライアンズタイム （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム

18 15.25 ♀ ヴァーミリアン プライムナンバー ジェイドロバリー 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

20 12.45 牡 ローエングリン フジヤマビジン サンデーサイレンス （有）パイオニアファーム （有）パイオニアファーム

21 12.29 ♀ アドマイヤコジーン フラワーサークル サクラバクシンオー （有）東振牧場 （有）グリーンマイルトレーニングセンター

24 12.30 ♀ ストーミングホーム ブッチ ヤシマソブリン （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム

29 11.98 牡 スターリングローズ プレジャーホーク Silver Hawk （有）上井農場 アリドメトレーニングファーム

32 11.45 ♀ サウスヴィグラス ベレスプリ スペシャルウィーク 八木　明広 藤平ステーブル

34 11.90 ♀ スウェプトオーヴァーボード ベルモントピノコ アジュディケーティング （有）岡田牧場 （有）目名共同トレーニングセンター

35 11.38 ♀ メイショウボーラー ホワイトデイズ クロフネ （株）門別牧場 （株）門別牧場

37 11.28 牡 ロージズインメイ ボディラブ キャロルハウス 泊　寿幸 福地トレーニングファーム

40 12.28 ♀ ヘニーヒューズ フリードリームズ Areion 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

42 12.20 ♀ ヴァーミリアン モノトーン ミシル （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

55 12.93 ♀ スクリーンヒーロー ブリュードロア フォーティナイナー （有）山際セントラルスタッド （有）グリーンマイルトレーニングセンター

62 11.50 牡 アドマイヤムーン レッドアンジェリカ サクラバクシンオー （株）門別牧場 （株）門別牧場

63 13.64 ♀ グラスワンダー ハイポセシス アグネスタキオン （有）新生ファーム （有）新生ファーム

70 12.00 ♀ オルフェーヴル マイスイートホーム ブライアンズタイム （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

72 12.30 ♀ ハービンジャー ライトレール ハーツクライ 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

85 11.40 ♀ ディープスカイ ロバーブ Dubai Destination （株）門別牧場 （株）門別牧場

95 11.95 牡 エンパイアメーカー ラストメッセージ ジャングルポケット （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

97 12.35 牡 ルーラーシップ アイアムノココロ フジキセキ （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム

101 12.75 ♀ スマートファルコン アナコンダ フサイチコンコルド サンバマウンテンファーム （有）グリーンマイルトレーニングセンター

103 11.50 ♀ シニスターミニスター アマノブラウニイー サクラバクシンオー （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム

113 11.95 牡 カネヒキリ インピッシュハート クロフネ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

115 15.25 ♀ ロージズインメイ インディストラーダ マンハッタンカフェ 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

116 12.75 ♀ カジノドライヴ インフィジャール ステイゴールド サンバマウンテンファーム （有）グリーンマイルトレーニングセンター

119 11.31 牡 タートルボウル ウィステリアカフナ スペシャルウィーク （株）門別牧場 （株）門別牧場

130 11.62 ♀ ショウナンカンプ エブリシング マンハッタンカフェ （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム

134 11.22 牡 アドマイヤムーン クスノステファニー タイキシャトル （株）門別牧場 （株）門別牧場

136 13.00 牡 ナカヤマフェスタ アスクレピアス ヘクタープロテクター （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム

140 11.70 ♀ ナカヤマフェスタ ウィンヒストリー ダンシングブレーヴ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

146 12.93 牡 トランセンド ガーネットビコー フジキセキ （有）山際セントラルスタッド （有）グリーンマイルトレーニングセンター

155 12.28 牡 ヴィクトワールピサ ミリアム キングカメハメハ 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

161 13.98 牡 ネオユニヴァース カンタオーラ Ballingarry 浦新　徳司 （有）グリーンマイルトレーニングセンター

170 11.70 ♀ ルーラーシップ サトノジュエル アグネスタキオン （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

173 11.76 ♀ ビービーガルダン サクラピュアハート サクラプレジデント （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル

177 20.10 ♀ ディープブリランテ シルバーベル Red Ransom （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

178 11.38 ♀ スウェプトオーヴァーボード ジェイミー ネオユニヴァース （株）門別牧場 （株）門別牧場

182 12.45 ♀ ローズキングダム シップスログ ネオユニヴァース （有）パイオニアファーム （有）パイオニアファーム

185 13.98 牡 スウェプトオーヴァーボード ケリーメイ アグネスデジタル サンバマウンテンファーム （有）グリーンマイルトレーニングセンター

191 12.50 ♀ ディープブリランテ セブンスハーモニー シンボリクリスエス （有）千代田牧場 （有）千代田牧場

198 12.30 ♀ シンボリクリスエス シュガークラフト ペンタイア 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

199 11.67 牡 ヨハネスブルグ ジョルジーナ ホワイトマズル 村上　欽哉 藤平ステーブル

200 11.40 ♀ スウェプトオーヴァーボード スマイルジュノ ステイゴールド （株）門別牧場 （株）門別牧場

207 13.00 牡 ルーラーシップ スマイルゲート タニノギムレット （有）上水牧場 （有）パイオニアファーム

208 11.85 牡 タイキシャトル ジプシーダンサー ウォーニング （株）門別牧場 （株）門別牧場

217 11.90 ♀ トーセンホマレボシ ダイタクヴォーグ パントレセレブル （有）岡田牧場 （有）目名共同トレーニングセンター

225 11.60 牡 ブラックタキシード テールバインダー カコイーシーズ （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム

229 17.85 牡 ロージズインメイ トリアノンパレス Smart Strike （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

230 11.98 ♀ スターリングローズ トロピカルタイム ブライアンズタイム 中本　隆志 （株）白馬牧場


