
2017トレーニングセール　調教VTRタイム一覧　#2
　 4/14 日高軽種馬共同育成公社

セリ
番号

１Ｆ 性 父 母 母父 　 飼養者名

1 11.49 牡 トランセンド ナイキステイブル ホワイトマズル （株）門別牧場 （株）門別牧場

10 11.96 ♀ サウスヴィグラス ノーブルビューティ キングカメハメハ （有）市川牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社

13 11.39 ♀ モンテロッソ ヒシヴェリタス アドマイヤドン （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル

14 11.51 ♀ キンシャサノキセキ ハローマリリン ファルブラヴ （株）門別牧場 （株）門別牧場

15 12.50 ♀ ハードスパン パンジェンシー フレンチデピュティ （株）カネツ牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場

16 11.20 牡 バンブーエール バンビーナココ フォーティナイナー （有）バンブー牧場 （株）ケイズ

25 11.70 ♀ キングズベスト リッジローズ Sadler's Wells （株）門別牧場 （株）門別牧場

27 11.97 牡 アサクサキングス マイネフェニーチェ ブライアンズタイム 石郷岡　雅樹 （株）セイクリットファーム

28 11.22 牡 メイショウボーラー ファイヤーオパール アグネスタキオン グローリアスジャパン（株） （有）大作ステーブル

38 12.50 牡 エイシンアポロン マイネフォクシー メジロライアン （株）ティーズファーム クラックステーブル

39 12.00 ♀ トーセンホマレボシ ピアニスト ホワイトマズル （有）大栄牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社

43 11.48 牡 ヘニーヒューズ マンガーノ Quiet American （有）アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

44 11.67 牡 キンシャサノキセキ マコトホーシュン パラダイスクリーク （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル

45 11.84 ♀ ヴァーミリアン マチカネヒザクラ デインヒル 岡田スタッド 岡田スタッド

50 11.47 牡 ストロングリターン ミッキーマドラー バブルガムフェロー （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム

53 11.45 牡 ロージズインメイ ミヤギバスター ジェイドロバリー 八木　明広 藤平ステーブル

54 11.75 牡 アッミラーレ ビコーソフィア エンドスウィープ （有）坂東牧場 （有）坂東牧場

64 11.51 牡 アイルハヴアナザー モエレピンクレディ ゴールドヘイロー （有）アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

65 12.42 ♀ メイショウボーラー ヤマカツジャスミン フジキセキ （株）ティーズファーム クラックステーブル

66 12.09 ♀ ナカヤマフェスタ ヤマサラグランジュ サクラバクシンオー 岡田スタッド 岡田スタッド

67 14.40 ♀ キングヘイロー ヤマノテンジン ニューイングランド （有）岡田牧場 （有）目名共同トレーニングセンター

74 11.68 牡 ショウナンカンプ ワンメイク フジキセキ （株）門別牧場 （株）門別牧場

77 12.80 ♀ ロジユニヴァース リチュアリスト タヤスツヨシ （有）ヤマイチ牧場 クラックステーブル

78 11.84 ♀ ゴールドヘイロー リュウノマリーン ヘクタープロテクター （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル

81 11.78 牡 キングズベスト レジュイール トニービン （有）アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

84 13.06 牡 サムライハート ラクテウスオルビス ホワイトマズル 八木　明広 藤平ステーブル

86 11.26 牡 トビーズコーナー ロンドンフラワー マイニング 沖田　哲夫 （株）セイクリットファーム

92 11.15 牡 バンブーエール ブリトン サクラローレル （有）バンブー牧場 （株）ケイズ

93 11.37 牡 ロードアルティマ ファイヤーフレンチ フレンチデピュティ （有）坂東牧場 （有）坂東牧場

94 11.70 ♀ オルフェーヴル プラウドビューティー デインヒル （株）門別牧場 （株）門別牧場

96 12.49 牡 スクリーンヒーロー ラストパートナー エリシオ （有）ハクツ牧場 クラックステーブル

98 12.01 牡 フリオーソ アイキャンデイ ゴールドヘイロー 若林　順一 （株）セイクリットファーム

99 11.10 牡 カネヒキリ アイディアルクイン アスワン グローリアスジャパン（株） （有）大作ステーブル

102 11.30 ♀ エスポワールシチー アスール フォーティナイナー Ｗｉｎｇ　Ｆａｒｍ （株）門別牧場

107 12.21 ♀ マンハッタンカフェ アンティックドール Fusaichi Pegasus （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング

114 11.26 牡 ブラックタイド イサミフラワー フォーティナイナー 石郷岡　雅樹 （株）セイクリットファーム

117 11.95 牡 ヒルノダムール マヤノソーナ パントレセレブル 原　弘之 クラックステーブル

121 11.76 牡 キンシャサノキセキ ローズロック フォーティナイナー （有）アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

125 11.66 牡 ダノンシャンティ エクセレントブルー ディープインパクト （有）向別牧場 （有）大作ステーブル

128 11.25 牡 フリオーソ エレガントキャット タバスコキャット （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム

138 12.51 牡 ブラックタキシード ヴァージントライ サンシャック （有）細川牧場 クラックステーブル

142 11.51 牡 スペシャルウィーク オーディション キングヘイロー （有）アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

145 11.69 ♀ ダノンゴーゴー オキザリス デュランダル （株）ストームファームコーポレーション （株）セイクリットファーム

147 12.32 牡 ディープブリランテ ダイイチボタン ティンバーカントリー （有）岡田牧場 （有）目名共同トレーニングセンター

148 11.38 牡 スマートロビン ヒロコカサブランカ マヤノトップガン （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル

149 11.60 牡 ゴールドヘイロー キヌガサローズ エルハーブ （株）門別牧場 （株）門別牧場

152 11.89 牡 パイロ カスガ マーベラスサンデー （有）日西牧場 （株）西山牧場

157 11.75 牡 フリオーソ クレイステルス スペシャルウィーク （有）坂東牧場 （有）坂東牧場

158 12.27 ♀ ホワイトマズル クールトップレディ クロフネ （有）大栄牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社

159 11.49 牡 モンテロッソ ケストレルクエスト Silver Hawk （株）門別牧場 （株）門別牧場

162 12.80 ♀ サムライハート ゴールドバニヤン アフリート 坂本　智広 クラックステーブル

164 11.14 ♀ ロジユニヴァース ゴーバンズ フレンチデピュティ （有）アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

167 11.49 牡 アーネストリー コウユーヒカリママ ロックオブジブラルタル （株）門別牧場 （株）門別牧場

172 12.34 ♀ ロードアルティマ サマークイーン ネオユニヴァース （有）サンローゼン （株）白馬牧場

174 12.32 牡 サウスヴィグラス サンドヴィーナス マンハッタンカフェ （有）岡田牧場 （有）目名共同トレーニングセンター



セリ
番号

１Ｆ 性 父 母 母父 　 飼養者名

179 11.30 牡 ショウナンカンプ ジョースマイル ホワイトマズル （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル

186 12.48 ♀ メイショウサムソン サマーファインデイ アグネスデジタル 天笠　哲勇 クラックステーブル

187 11.76 牡 バゴ サパス Kingmambo （有）アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

190 11.43 ♀ ヘニーヒューズ セイントブルック Saint Ballado （株）門別牧場 （株）門別牧場

193 11.58 牡 タイキシャトル ステラビスティー ジャングルポケット （株）ケイズ （株）ケイズ

195 12.26 牡 ベーカバド シルクロザリオ ダンスインザダーク （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング

204 14.40 ♀ アドマイヤムーン タイキプレリュード Cozzene （有）岡田牧場 （有）目名共同トレーニングセンター

206 11.31 牡 バゴ スペリオーレ ロイヤルアカデミー２ （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル

209 14.09 ♀ トーセンブライト セイカディーバ イーグルカフェ 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場

215 12.00 牡 アドマイヤムーン タイキノワール グラスワンダー （株）門別牧場 （株）門別牧場

220 12.09 ♀ ベーカバド テイエムサイレン サンデーサイレンス 岡田スタッド 岡田スタッド

222 12.21 ♀ サウスヴィグラス ディープキッス アグネスタキオン （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング

224 11.87 牡 ヨハネスブルグ テンザンビーナス サンデーサイレンス （株）門別牧場 （株）門別牧場


