
2018トレーニングセール　調教VTRタイム一覧　#1
4/12 日高軽種馬共同育成公社

セリ
番号

1F 性 父 母 母の父 販売申込者 飼養者

1 13.20 牡 ブラックタイド カーディアンゴット アスワン （株）ケイズ （株）ケイズ

5 12.38 牡 キングズベスト ガッビア Ｍｏｎｔｊｅｕ （株）ＳＴウィンファーム （株）ＳＴウィンファーム

9 11.19 牡 キンシャサノキセキ カンタオーラ Ｂａｌｌｉｎｇａｒｒｙ 石郷岡　雅樹 （株）セイクリットファーム

10 11.48 牡 キングヘイロー カントリーギャル ティンバーカントリー 村上　進治 クラックステーブル

18 11.62 ♀ ローズキングダム グレートテン Ｃａｅｒｌｅｏｎ トド岩高原銀河農場物語（有） （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

20 12.20 ♀ タートルボウル クリックヒア サンデーサイレンス 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

22 11.72 牡 ジャングルポケット クロカミノマイ コマンダーインチーフ 沖田　哲夫 （株）セイクリットファーム

36 12.84 ♀ クロフネ サイキョウレディー コマンダーインチーフ Ｗｉｎｇ　Ｆａｒｍ （株）アースファーム

40 11.90 牡 ロージズインメイ サルヴァドール サンデーサイレンス 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

43 11.62 ♀ トーセンジョーダン サンバレッスン ダイワメジャー （株）門別牧場 （株）門別牧場

47 11.72 牡 トビーズコーナー サイタ ネオユニヴァース 石郷岡　雅樹 （株）セイクリットファーム

52 12.22 牡 シンボリクリスエス シャイニングピサ Ｓｍａｒｔ　Ｓｔｒｉｋｅ 鈴木　可一 田口トレーニングファーム

53 13.00 ♀ アンライバルド シャコーアデル アジュディケーティングトド岩高原銀河農場物語（有） （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

57 13.08 ♀ アイルハヴアナザー シルヴァースプーン アグネスタキオン （株）山際牧場 （有）グリーンマイルトレーニングセンター

61 11.69 牡 ローレルゲレイロ シンワシュシュ ファスリエフ 佐藤　良男 アリドメトレーニングファーム

66 12.54 牡 ベルシャザール スカーレピーコック アイシーグルーム （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム

74 11.40 牡 トーセンジョーダン ソルティレージュ サンデーサイレンス （株）門別牧場 （株）門別牧場

77 12.84 牡 トーセンラー タスクミストレス 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

79 12.94 ♀ ダノンシャンティ ダリーニア キングズベスト （株）ＳＴウィンファーム （株）ＳＴウィンファーム

83 12.10 牡 トーセンホマレボシ チャームアップ シルバーチャーム 沖田　哲夫 （株）セイクリットファーム

93 11.62 牡 ルーラーシップ トウカイティアラ サンデーサイレンス （有）大狩部牧場 （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

95 11.83 ♀ メイショウサムソン ドゥスマイル アグネスタキオン （有）山春牧場 アリドメトレーニングファーム

96 11.84 ♀ ケープブランコ トゥザユニヴァース ネオユニヴァース （株）門別牧場 （株）門別牧場

99 13.48 ♀ タイキシャトル トミケンブライト ワカオライデン 今井　秀樹 （株）ケイズ

110 11.50 牡 エスポワールシチー ノットローズハート スキャン （有）須崎牧場 岩見ステーブル

113 11.23 ♀ ヨハネスブルグ ハニーハント エンドスウィープ （株）門別牧場 （株）門別牧場

114 12.68 ♀ ロージズインメイ ハッピートーク アグネスデジタル （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

115 12.38 ♀ ハービンジャー ハタノファベルジェ Ｌｅｍｏｎ　Ｄｒｏｐ　Ｋｉｄ （株）ケイズ （株）ケイズ

126 11.62 牡 ヴァーミリアン ヒシアルコル ダイワメジャー トド岩高原銀河農場物語（有） （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

129 15.25 ♀ ヴァーミリアン ビーフェアー Ｆａｓｔ　Ｇｏｌｄ （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

138 12.10 牡 ジャスタウェイ フェアリーワルツ Ｌｅａｒ　Ｆａｎ 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

143 12.22 牡 キングズベスト プレミアノアール スペシャルウィーク 鈴木　可一 田口トレーニングファーム

152 17.55 牡 サムライハート 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

156 13.95 ♀ ダノンシャンティ 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

160 12.38 牡 アドマイヤムーン プレイズザミラクル フジキセキ （株）ＳＴウィンファーム （株）ＳＴウィンファーム

161 13.20 牡 スマートファルコン フレンチ キングヘイロー （株）ケイズ （株）ケイズ

162 11.32 ♀ サウスヴィグラス フレッシュバニラ Ｇｒａｎｄ　Ｓｌａｍ （株）門別牧場 （株）門別牧場

163 13.00 ♀ ベルシャザール フレグラントガール アグネスタキオン トド岩高原銀河農場物語（有） （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

165 11.75 ♀ タイキシャトル ベコニングキャット One　Cool　Caｔ （有）山春牧場 アリドメトレーニングファーム

170 14.85 牡 ハービンジャー ホシノアテナ サンデーサイレンス 松山　増男 田口トレーニングファーム

172 15.33 ♀ ダノンシャンティ ボニーアクション Ｃａｔ　Ｔｈｉｅｆ （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

196 12.02 牡 アドマイヤムーン モンステラ ディープインパクト 白戸　光広 藤平ステーブル

198 13.25 ♀ ディープブリランテ ユキノマイ ロックオブジブラルタル （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

202 13.48 ♀ メイショウサムソン ライデンガール ワカオライデン 今井　秀樹 （株）ケイズ

203 13.95 ♀ ロードカナロア 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

208 11.62 牡 ハービンジャー リスキーディール ネオユニヴァース トド岩高原銀河農場物語（有） （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

213 14.24 牡 ノヴェリスト レッドステラーノ アグネスタキオン （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

223 12.70 ♀ レッドスパーダ ロマンスリップ ネオユニヴァース （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場

239 12.99 ♀ アイルハヴアナザー エスシープリンセス ケイムホーム （株）山際牧場 （有）グリーンマイルトレーニングセンター

244 11.19 牡 アサクサキングス 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

246 12.84 牡 ジャスタウェイ オールピュール Ｔｏｕｃｈ　Ｇｏｌｄ 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

248 11.40 牡 スウェプトオーヴァーボード オンワードファニー フォーティナイナー （株）門別牧場 （株）門別牧場


