
２０１８　トレーニングセール　公開調教　クルー表（５／２１当日版）
■１クルー　　１０：００～ ※順序を入れ替える場合があります　

組
上場
番号

内外 馬名 性 父
VTR
タイム

2ハロン 1ハロン 騎乗者名 斤量 飼養者名 申込者名
厩
舎

1 130 内 ブライティアバジーの２８ 牝 キングヘイロー 12.58 岩橋　勇二 50 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 飯岡牧場 J-3

225 外 アラビアンパール２０１６ 牝 サウンドボルケーノ 12.58 秋元　耕成 59 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ J-3

2 144 内 プリュムローズ２０１６ 牡 シニスターミニスター 11.09 松井　伸也 55 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

162 外 フレッシュバニラ２０１６ 牝 サウスヴィグラス 11.32 高田　潤 57 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

3 67 内 ストームエンジェルの２０１６ 牝 クロフネ 12.80 佐藤　友則 61 （有）グランデファーム （有）グランデファーム C-1

108 外 ニシノカーリーの２０１６ 牝 ヒルノダムール 12.62 高木　健 63 （有）グランデファーム （有）グランデファーム C-1

4 2 内 カサパサー１６ 牝 タイキシャトル 12.42 杉山　孟士 70 （株）愛知ステーブル 高橋　貴士 D-5

149 外 フラウラ２０１６ 牝 スクリーンヒーロー 14.52 ラゴス・レオナルド 77 （株）愛知ステーブル モリナガファーム D-5

5 41 内 サンアイブライト２８ 牡 クロフネ 11.90 川島　正太郎 61 （有）大作ステーブル グローリアスジャパン（株） F-2

215 外 ワイルドポポ２０１６ 牡 グランプリボス 11.90 庄司　大輔 60 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル F-2

6 25 内 キネオスイトピーの２０１６ 牡 ローズキングダム 11.61 木村　拓己 62 （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル F-1

136 外 パンデモニウムの２０１６ 牡 サンカルロ 11.54 山口　達弥 60 （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル F-1

7 35 内 サイキョウロマンの２０１６ 牝 シビルウォー 12.40 山本　咲希到 54 クラックステーブル 荒谷　輝和 E-3

197 外 ウインセラヴィ２０１６ 牝 ロージズインメイ 12.36 岩橋　勇二 50 クラックステーブル 原　弘之 E-3

8 161 内 フレンチの２０１６ 牡 スマートファルコン 13.20 五十嵐　冬樹 53 （株）ケイズ （株）ケイズ E-3

1 外 カーディアンゴット２０１６ 牡 ブラックタイド 13.20 宮川　実 55 （株）ケイズ （株）ケイズ E-3

9 帯同馬 内 大林　利弘 65

251 外 ダイタクドクターの１６ 牡 サウスヴィグラス 下條　知之 65 ＪＲＡ日高育成牧場 日本中央競馬会 E-6

10 242 内 エムオーフィーバー２０１６ 牡 トビーズコーナー 12.25 ウラガナン・サシクマー 63 （有）三石軽種馬共同育成センター （有）三石軽種馬共同育成センター J-2

139 外 フェザースティッチ２０１６ 牡 コンデュイット 12.25 カン・シング 60 （有）三石軽種馬共同育成センター （有）三石軽種馬共同育成センター J-2

11 31 内 グレースマリヤ２０１６ 牝 ディープブリランテ 12.45 庄司　大輔 60 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 菅原　富美子 F-3

208 外 リスキーディールの２０１６ 牡 ハービンジャー 11.62 ドイル・リチャード 72 （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ トド岩高原銀河農場物語（有） F-6

12 248 内 ファニーの２８ 牡 スウェプトオーヴァーボード 11.40 松井　伸也 55 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

74 外 ソルティレージュ２０１６ 牡 トーセンジョーダン 11.40 服部　茂史 56 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

13 帯同馬 内 藤春　猛 70

213 外 レッドステラーノ２０１６ 牡 ノヴェリスト 14.24 柏木　章治 65 （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 E-1

14 233 内 ヴェラオンの２０１６ 牝 フリオーソ 11.58 山本　咲希到 54 （株）セイクリットファーム 目黒牧場 D-7

29 外 コスモビアンコの２８ 牝 バトルプラン 11.52 藤田　伸二 62 （株）セイクリットファーム 沖田　哲夫 D-6

15 167 内 ミスターキン２０１６ 牡 サムライハート 12.30 廣瀬　真吾 61 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム D-7

71 外 スポークスウーマン２０１６ 牡 モンテロッソ 12.30 高橋　和則 65 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム D-7

16 216 内 エイダイマリアの２０１６ 牡 アグネスデジタル 佐々木　渉 67 （有）グリーンマイルトレーニングセンター （有）東振牧場 F-5

152 外 フラワーサークルの２０１６ 牡 サムライハート 17.55 中村　正次 67 （有）グリーンマイルトレーニングセンター （有）東振牧場 F-5

17 194 内 モナ２０１６ 牡 メイショウサムソン 12.25 服部　茂史 59 （有）坂東牧場 （有）坂東牧場 D-3

49 外 サイキョウツバキ２０１６ 牡 ビービーガルダン 12.25 岩橋　勇二 51 （有）坂東牧場 （有）坂東牧場 D-3

18 196 内 モンステラの２０１６ 牡 アドマイヤムーン 12.02 森本　裕悠 64 藤平ステーブル 白戸　光広 F-5

17 外 クォーク２０１６ 牡 プリサイスエンド 11.27 レイナルド 56 藤平ステーブル 大栗　芳一 F-5

19 185 内 マルタカチェリー１６ 牝 ノボジャック 11.28 山本　咲希到 54 （有）賀張宝寄山育成牧場 宝寄山　拓樹 E-5

205 外 ラブルビーの２０１６ 牝 スマートファルコン 11.54 大岩　和也 72 ＹＴＴパートナーシップ （有）へいはた牧場 E-5

20 帯同馬 内 村島　俊策 58

20 外 クリックヒア２０１６ 牝 タートルボウル 12.20 佐藤　智久 56 追分ファーム　リリーバレー 追分ファーム I-1

21 88 内 ディナーパーティ２０１６ 牝 ケープブランコ 12.25 川島　正太郎 61 （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング I-1

176 外 マチカネエンムスビ２０１６ 牡 ブラックタイド 12.25 松浦　聡志 61 （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング I-1

22 192 内 ミンドゥルレ２８ 牝 シビルウォー 11.56 藤田　伸二 60 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

102 外 ドラゴンラッシュの２８ 牝 エスポワールシチー 11.68 五十嵐　冬樹 53 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

23 52 内 シャイニングピサの２０１６ 牡 シンボリクリスエス 12.22 岩橋　勇二 49 田口トレーニングファーム 鈴木　可一 I-2

143 外 プレミアノアールの２０１６ 牡 キングズベスト 12.22 服部　茂史 57 田口トレーニングファーム 鈴木　可一 I-2



２０１８　トレーニングセール　公開調教　クルー表（５／２１当日版）
■２クルー　　１１：００～ ※順序を入れ替える場合があります　

組
上場
番号

内外 馬名 性 父
VTR
タイム

2ハロン 1ハロン 騎乗者名 斤量 飼養者名 申込者名
厩
舎

1 153 内 プレイリーウインド２０１６ 牡 ショウナンカンプ 11.13 高田　潤 57 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

132 外 ブリーボーンズ２０１６ 牡 ネオユニヴァース 11.45 五十嵐　冬樹 53 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

2 3 内 カタズオノンデの２０１６ 牝 ケイムホーム 12.22 岩橋　勇二 46 （有）ディスティニーファーム （有）宮内牧場 I-3

64 外 シャルマンウーマンの２０１６ 牝 ワークフォース 11.95 服部　茂史 54 （有）ディスティニーファーム （有）宮内牧場 I-3

3 201 内 ラヤーリドバイ２０１６ 牝 パイロ 11.40 庄司　大輔 60 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 菅原　富美子 F-3

14 外 キングダンサーの２８ 牡 ゼンノロブロイ 10.57 秋元　耕成 59 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 菅原　富美子 F-3

4 19 内 グランデタマ２０１６ 牝 サウンドボルケーノ 12.62 高木　健 63 （有）グランデファーム （有）グランデファーム C-1

164 外 ピンクバタフライの２０１６ 牡 ヒルノダムール 12.80 佐藤　友則 61 （有）グランデファーム （有）グランデファーム C-1

5 56 内 ジーントウショウの２０１６ 牡 キングヘイロー 11.08 山口　達弥 60 （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル F-1

13 外 キャリコローズの２０１６ 牡 スマートファルコン 11.99 木村　拓己 62 （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル F-1

6 204 内 ラッキーマンボの２０１６ 牡 トーセンジョーダン 11.56 星野　純一 75 （株）アクティファーム （株）アクティファーム E-2

142 外 フサイチミラクル２０１６ 牡 オンファイア 11.83 後藤　成章 60 （株）アクティファーム （株）アクティファーム E-2

7 9 内 カンタオーラ２０１６ 牡 キンシャサノキセキ 11.19 藤田　伸二 62 （株）セイクリットファーム 石郷岡　雅樹 D-6

244 外 エレガントキャットの２８ 牡 アサクサキングス 11.19 山本　咲希到 54 （株）セイクリットファーム （有）五丸農場 D-6

8 243 内 エリカオンヒルの２０１６ 牡 トゥザグローリー 12.25 高田　潤 57 エイトステーブル （有）北島牧場 F-6

210 外 アモーレマテルノの２０１６ 牡 グランプリボス 11.55 国信　泰秀 61 エイトステーブル （有）五丸農場 F-6

9 180 内 アンカジャポニカの１６ 牝 ナカヤマフェスタ 12.45 岩橋　勇二 50 岡田スタッド 岡田スタッド D-3

247 外 オフショアの１６ 牝 アイルハヴアナザー 12.40 服部　茂史 58 岡田スタッド 岡田スタッド D-3

10 229 内 イエスプリーズの２０１６ 牡 アイルハヴアナザー 11.70 秋元　耕成 57 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

11 外 キアーロ２０１６ 牡 パイロ 11.70 五十嵐　冬樹 53 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

11 168 内 ポーシアの２８ 牝 タートルボウル 14.06 杉山　孟士 70 （株）愛知ステーブル （有）大島牧場 D-5

117 外 バトルヒミコ２０１６ 牝 スーパーホーネット 15.50 宮川　実 58 （株）愛知ステーブル モリナガファーム D-5

12 69 内 スプリングミント２０１６ 牡 キングズベスト 11.34 チャンダン 65 （有）カナイシスタッド （有）カナイシスタッド J-1

178 外 ムーンキング 牡 アドマイヤムーン 11.60 サザリ・ビンホスニ 67 （有）カナイシスタッド （有）カナイシスタッド J-1

13 223 内 ロマンスリップ２０１６ 牝 レッドスパーダ 12.70 覚元　翔矢 71 （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 E-1

114 外 ハッピートーク２０１６ 牝 ロージズインメイ 12.68 田中　吾郎 66 （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 E-1

14 253 内 ベガフライトの１６ 牝 ローエングリン 伊藤　俊吾 59 ＪＲＡ日高育成牧場 日本中央競馬会 E-6

255 外 エメラルドコーストの１６ 牝 ディープブリランテ 佐藤　知也 69 ＪＲＡ日高育成牧場 日本中央競馬会 E-6

15 187 内 ミスフーバフーバ２０１６ 牝 ジャスタウェイ 11.91 ジュマート・アブドウルマブプ 62 天馬ステーブル 折手牧場 I-3

154 外 プリリンモンロー２０１６ 牝 メイショウサムソン 小竹　将貴 69 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ J-3

16 75 内 セプドール２０１６ 牝 タイムパラドックス 11.14 秋元　耕成 58 （有）賀張宝寄山育成牧場 宝寄山　拓樹 E-5

214 外 ワイキキブリーズ２０１６ 牝 キンシャサノキセキ 11.28 岩橋　勇二 50 （有）賀張宝寄山育成牧場 宝寄山　拓樹 E-5

17 146 内 フラワーホーラーの２０１６ 牝 ベーカバド 12.22 星野　純一 68 チーム　プレアデス 高松牧場 E-2

12 外 キャメロンガール２０１６ 牡 ヴィクトワールピサ 14.72 マムカッド・レイガン・マナラング 67 （有）ディアレストクラブイースト 菅原　富美子 J-1

18 104 内 ドリームサンサンの２０１６ 牡 スマートファルコン 11.39 川島　正太郎 61 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル F-2

76 外 タシロスプリング２０１６ 牡 ケープブランコ 11.32 山口　達弥 60 （有）大作ステーブル （有）新生ファーム F-2

19 78 内 ダブルアクセル２０１６ 牡 ダンカーク 古山　智仁 63 （株）森本スティーブル ルヴァンレーシング E-2

100 外 ドナマッハ２０１６ 牝 ジャングルポケット 11.35 吉田　裕也 67 （株）森本スティーブル ルヴァンレーシング E-2

20 203 内 ライトレール２０１６ 牝 ロードカナロア 13.95 村島　俊策 58 追分ファーム　リリーバレー 追分ファーム I-1

156 外 フリードリームズ２０１６ 牝 ダノンシャンティ 13.95 佐藤　智久 56 追分ファーム　リリーバレー 追分ファーム I-1

21 199 内 ユウカスミレの２０１６ 牡 スマートロビン 高田　潤 59 （株）セイクリットファーム （有）五丸農場 D-6

111 外 ノースフラッシュの２８ 牡 ダノンバラード 庄司　大輔 60 （株）セイクリットファーム 沖田　哲夫 D-6

22 118 内 ハニーダンサーの２８ 牝 ディープブリランテ 12.28 秋元　耕成 60 （有）グラストレーニングセンター （有）大島牧場 J-1

87 外 デイジーギャルの２８ 牝 モンテロッソ 11.87 藤田　伸二 62 （有）グラストレーニングセンター （有）大島牧場 J-1

23 206 内 リトルリスキーの２０１６ 牝 ゴールドアリュール 11.61 木村　拓己 60 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

173 外 マチカネアオイ２０１６ 牝 レッドスパーダ 11.68 岩橋　勇二 48 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2



２０１８　トレーニングセール　公開調教　クルー表（５／２１当日版）
■３クルー　　１２：００～ ※順序を入れ替える場合があります　

組
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番号

内外 馬名 性 父
VTR
タイム

2ハロン 1ハロン 騎乗者名 斤量 飼養者名 申込者名
厩
舎

1 72 内 セイヴィングス２８ 牝 トーセンホマレボシ 11.94 庄司　大輔 58 （有）三石軽種馬共同育成センター （有）三石軽種馬共同育成センター J-2

84 外 セーヌドパリ２０１６ 牡 トゥザグローリー 13.84 カン・シング 60 （有）三石軽種馬共同育成センター （有）三石軽種馬共同育成センター J-2

2 90 内 ロッソキング 牡 モンテロッソ 11.52 五十嵐　冬樹 53 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

182 外 マッチザピースの２０１６ 牡 ジャスタウェイ 11.40 高田　潤 57 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

3 135 内 ハギノオマージュの２８ 牡 エイシンフラッシュ 11.94 高木　健 63 （有）グランデファーム （有）グランデファーム D-3

193 外 モガミヒメの２０１６ 牡 キングヘイロー 12.88 佐藤　友則 61 （有）グランデファーム （有）グランデファーム C-1

4 5 内 ガッビア２０１６ 牡 キングズベスト 12.38 岩橋　勇二 57 （株）ＳＴウィンファーム （株）ＳＴウィンファーム I-2

160 外 プレイズザミラクルの２８ 牡 アドマイヤムーン 12.38 服部　茂史 57 （株）ＳＴウィンファーム （株）ＳＴウィンファーム I-2

5 55 内 シャンパンセラー２０１６ 牝 ヨハネスブルグ 12.81 小竹　将貴 69 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ J-3

235 外 ウィアーワン２０１６ 牝 キングズベスト 12.76 木村　拓己 62 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ J-3

6 16 外 クリントンガールの２８ 牡 ダノンバラード 11.64 山本　咲希到 54 （株）セイクリットファーム 石郷岡　雅樹 D-6

101 外 ドリームシップの２０１６ 牝 キンシャサノキセキ 11.65 藤田　伸二 62 （株）セイクリットファーム 石郷岡　雅樹 D-6

7 68 内 ステイブライティア１６ 牡 キングヘイロー 14.00 リザルト・アグスティン 77 （株）愛知ステーブル 高橋農場 D-5

21 外 クレバースランチェの２０１６ 牡 ダノンシャンティ 14.69 秋元　耕成 60 （株）愛知ステーブル （株）ミリオンファーム D-5

8 61 内 シンワシュシュ１６ 牡 ローレルゲレイロ 11.69 松井　伸也 55 アリドメトレーニングファーム 佐藤　良男 D-3

110 外 ノットローズハート２０１６ 牡 エスポワールシチー 11.50 志水　亮太 75 岩見ステーブル （有）須崎牧場 D-3

9 91 内 トーワレッテラ２０１６ 牡 カンパニー 13.24 庄司　大輔 58 （有）日高軽種馬共同育成公社 （有）佐藤牧場 F-3

26 外 コアレスパティオ２０１６ 牡 パイロ 12.58 川島　正太郎 59 （有）日高軽種馬共同育成公社 （有）川向高橋育成牧場 F-3

10 211 内 リリーポンド２０１６ 牡 トーセンジョーダン 11.51 高橋　和則 65 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム D-7

245 外 オートクチュール２０１６ 牡 カジノドライヴ 11.62 黒田　健太 68 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム D-7

11 帯同馬 内 田中　吾郎 66

198 外 ユキノマイ２０１６ 牝 ディープブリランテ 13.25 藤春　猛 70 （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 E-1

12 126 内 ヒシアルコル２０１６ 牡 ヴァーミリアン 11.62 リチャード・ドイル 72 （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ トド岩高原銀河農場物語（有） F-6

18 外 グレートテン２０１６ 牝 ローズキングダム 11.62 国信　泰秀 72 （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ トド岩高原銀河農場物語（有） F-6

13 145 内 プリティローズの２０１６ 牝 ヘニーヒューズ 11.20 木村　拓己 60 （有）チェスナットファーム （有）チェスナットファーム F-1

189 外 メイクアミラクル２０１６ 牡 ストロングリターン 10.71 広瀬　祥吾 77 （有）チェスナットファーム 村上　欽哉 F-1

14 6 単 カネトシフィオーレの２０１６ 牡 ローエングリン 11.54 中脇　光 65 ＭＡＸトレーニングファーム 沼田　照秋 E-2

15 138 内 フェアリーワルツ２０１６ 牡 ジャスタウェイ 12.10 松島　慧 60 追分ファーム　リリーバレー 追分ファーム I-1

40 外 サルヴァドール２０１６ 牡 ロージズインメイ 11.90 林　陽介 57 追分ファーム　リリーバレー 追分ファーム I-1

16 34 内 サンキンレター２８ 牝 モンテロッソ 11.68 五十嵐　冬樹 53 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

50 外 シャフィガの２０１６ 牡 エイシンフラッシュ 11.79 松井　伸也 55 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

17 226 内 アラマサマンボウの２８ 牝 スターリングローズ 11.82 秋元　耕成 59 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル F-2

32 外 サチノバレンタイン２０１６ 牝 メイショウサムソン 11.82 庄司　大輔 60 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル F-2

18 10 内 カントリーギャル２０１６ 牡 キングヘイロー 11.48 岩橋　勇二 50 クラックステーブル 村上　進治 E-3

48 外 サンマルミッシェルの２０１６ 牡 アグネスデジタル 12.35 山本　咲希到 54 クラックステーブル （有）稲葉牧場 E-3

19 186 内 アルフィーネ２０１６ 牡 スターリングローズ 11.19 八嶋　雄太 63 ヤシ・レーシングランチ ヤシ・レーシングランチ D-7

234 外 ウィステリア２０１６ 牝 ルーラーシップ 11.26 松浦　聡志 57 ヤシ・レーシングランチ （有）高橋ファーム D-7

20 89 内 デルマザシキワラシ２０１６ 牝 パイロ 11.90 バーバニシン 62 （株）吉田ステーブル 飯島　暁人 F-6

51 外 シャイニングスルーの２０１６ 牡 ワークフォース 11.90 吉田　稔 65 （株）吉田ステーブル 吉田　稔 F-6

21 112 内 ビクトリアクロス２０１６ 牡 パドトロワ 12.88 今井　孝一 58 （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム I-3

151 外 フラワーウイナー２０１６ 牡 ベーカバド 12.94 鈴木　優治 59 （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム I-3

22 140 内 フェルナンディーナ２０１６ 牡 ジャングルポケット 12.62 川島　正太郎 61 （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング I-1

46 外 ジプシーダンサー２０１６ 牡 アッミラーレ 11.82 服部　茂史 62 Ｕ．Ｆ．Ｆ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｃｌｕｂ （有）二風谷ファーム I-1

23 73 内 ソーニディソーニの２０１６ 牡 ストロングリターン 11.05 木村　拓己 62 （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル F-1

39 外 シズパンチの２０１６ 牡 ベルシャザール 10.94 山口　達弥 60 （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル F-1

24 133 内 ファーマレッド２０１６ 牡 シンボリクリスエス 11.26 秋元　耕成 58 （有）賀張宝寄山育成牧場 （有）高山牧場 E-5

166 外 マイアタックレディ１６ 牝 カジノドライヴ 10.95 岩橋　勇二 50 （有）賀張宝寄山育成牧場 宝寄山　拓樹 E-5



２０１８　トレーニングセール　公開調教　クルー表（５／２１当日版）
■４クルー　　１３：１０～ ※順序を入れ替える場合があります　
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VTR
タイム

2ハロン 1ハロン 騎乗者名 斤量 飼養者名 申込者名
厩
舎

1 96 内 トゥザユニヴァース２０１６ 牝 ケープブランコ 11.84 服部　茂史 56 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

43 外 サンバレッスン２０１６ 牝 トーセンジョーダン 11.62 松井　伸也 55 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

2 22 内 クロカミノマイの２８ 牡 ジャングルポケット 11.72 山本　咲希到 54 （株）セイクリットファーム 沖田　哲夫 D-6

47 外 サイタの２０１６ 牡 トビーズコーナー 11.72 藤田　伸二 62 （株）セイクリットファーム 石郷岡　雅樹 D-6

3 170 内 ホシノアテナ２０１６ 牡 ハービンジャー 14.85 秋元　耕成 59 田口トレーニングファーム 松山　増男 I-2

94 外 トウヨウロイヤルの１６ 牝 パドトロワ 谷口　光基 62 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル F-2

4 202 内 ライデンガールの２０１６ 牝 メイショウサムソン 13.48 五十嵐　冬樹 53 （株）ケイズ 今井　秀樹 E-3

99 外 トミケンブライトの２０１６ 牝 タイキシャトル 13.48 宮川　実 55 （株）ケイズ 今井　秀樹 E-3

5 24 内 ゲストアスリート２０１６ 牡 ベーカバド 11.85 木村　拓己 62 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ J-3

63 外 シンセツの２０１６ 牡 ロードアルティマ 11.74 星野　純一 68 チーム　プレアデス チーム　プレアデス E-2

6 30 内 ゴールドターフの２８ 牝 シニスターミニスター 12.07 佐藤　友則 61 （有）グランデファーム （有）グランデファーム C-1

232 外 イフポッシブル２０１６ 牝 モンテロッソ 11.88 高木　健 63 （有）グランデファーム （有）グランデファーム C-1

7 97 内 トーワマドンナの２０１６ 牝 ヴァーミリアン 12.98 岩橋　勇二 46 （有）ディスティニーファーム （有）宮内牧場 I-3

137 外 トップルビーの２０１６ 牡 アポロキングダム 11.78 服部　茂史 54 （有）ディスティニーファーム （有）宮内牧場 I-3

8 85 内 ツリーの２０１６ 牡 ダンカーク 12.50 マムカッド・レイガン・マナラング 67 （有）ディアレストクラブイースト 中脇　一幸 J-1

121 外 ドリーボヌール２０１６ 牡 ヨハネスブルグ 11.77 高樽　優也 69 （有）ディアレストクラブイースト （有）ディアレストクラブ J-1

9 252 内 プランシングレディの１６ 牡 シニスターミニスター 永尾　正則 65 ＪＲＡ日高育成牧場 日本中央競馬会 E-6

250 外 クラッシーシャーロットの１６ 牡 ロードカナロア 下條　知之 65 ＪＲＡ日高育成牧場 日本中央競馬会 E-6

10 15 内 クィーンズトレイルの２０１６ 牝 ロードカナロア 11.85 斉藤　優也 60 （有）三石軽種馬共同育成センター 前川　勝春 J-2

123 外 ピサノアリュメールの２０１６ 牝 ケープブランコ 11.85 斉藤　正善 60 （有）三石軽種馬共同育成センター 前川　勝春 J-2

11 107 内 ナリタカサブランカ２０１６ 牡 ドリームジャーニー ラスキー 57 （有）ベーシカル・コーチング・スクール （有）広富牧場 E-1

70 外 スペリオルダンサー２０１６ 牡 ケープブランコ リチャード 60 （有）ベーシカル・コーチング・スクール （有）広富牧場 E-1

12 158 内 プレシャスキャットの２０１６ 牝 シンボリクリスエス 11.24 秋元　耕成 57 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

59 外 シルクアンフィニの２８ 牝 スマートロビン 11.24 木村　拓己 60 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

13 231 内 イムディーナ２０１６ 牡 グラスワンダー 11.20 古山　智仁 63 （株）森本スティーブル （株）森本スティーブル E-2

148 外 ブライトキャップ２０１６ 牡 ベルシャザール 11.20 工藤　桂 67 （株）森本スティーブル ルヴァンレーシング E-2

14 172 内 ボニーアクション２０１６ 牝 ダノンシャンティ 15.33 覚元　翔矢 71 （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 E-1

129 外 ビーフェアー２０１６ 牝 ヴァーミリアン 15.25 谷口　勇介 68 （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 E-1

15 131 内 フサイチミニヨンの２０１６ 牡 ジャングルポケット 14.69 宮川　実 58 （株）愛知ステーブル （有）松田牧場 D-5

81 外 ダンシングサーカス１６ 牡 ジャングルポケット 14.00 ゴーヤル・アカシ 70 （株）愛知ステーブル 高橋農場 D-5

16 207 内 リモンチェッロ２０１６ 牝 ダンカーク 12.45 庄司　大輔 60 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ （有）米田牧場 F-3

240 外 エヌワイグレース２０１６ 牝 シビルウォー ラギントアンヘリートヘルムスラ 55 三橋ステーブル 三橋ステーブル J-2

17 228 内 エレガンテココの１６ 牝 トーセンジョーダン 12.43 秋元　耕成 57 岡田スタッド 岡田スタッド D-3

27 外 コスモカゼツカイ２０１６ 牝 トゥザグローリー 11.15 岩橋　勇二 51 （有）坂東牧場 （有）坂東牧場 D-3

18 28 内 コスモハートの２０１６ 牡 トーセンジョーダン 11.86 山本　浩平 70 （有）目名共同トレーニングセンター （有）岡田牧場 D-7

109 外 ネバーグレイスの２０１６ 牡 タイキシャトル 11.90 中山　三喜夫 55 （有）目名共同トレーニングセンター （有）岡田牧場 D-7

19 57 内 シルヴァースプーンの２０１６ 牝 アイルハヴアナザー 13.08 山口　利広 75 （有）グリーンマイルトレーニングセンター （株）山際牧場 F-5

239 外 エスシープリンセスの２０１６ 牝 アイルハヴアナザー 12.99 清水　健一 67 （有）グリーンマイルトレーニングセンター （株）山際牧場 F-5

20 105 内 テレビの２０１６ 牡 プリサイスエンド 11.08 山口　達弥 60 （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル F-1

86 外 ダイワスプレンダーの２０１６ 牝 エイシンフラッシュ 11.16 木村　拓己 62 （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル F-1

21 58 内 シルキーグルーヴの２８ 牡 ベーカバド 12.52 星野　純一 75 （株）アクティファーム （株）アクティファーム E-2

238 外 エーシンサンファン２０１６ 牡 タニノギムレット 12.52 菊地　和也 64 （株）アクティファーム （株）アクティファーム E-2

22 241 内 エムアイルシェルの２０１６ 牡 サウスヴィグラス 丹治　聖人 65 （有）パイオニアファーム （株）タガミファーム I-2

45 外 シーセモアの２０１６ 牡 ワークフォース 山本　咲希到 54 （有）パイオニアファーム （有）上水牧場 I-2

23 23 内 クインリースマイル２０１６ 牡 エイシンフラッシュ 11.70 高田　潤 57 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1

82 外 テイクワンズアイ２０１６ 牡 カジノドライヴ 11.70 岩橋　勇二 48 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-1



２０１８　トレーニングセール　公開調教　クルー表（５／２１当日版）
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1 177 内 マックススカラの２０１６ 牝 トーセンホマレボシ 11.72 岩橋　勇二 48 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

219 外 アクアブルーマーチの２０１６ 牝 ブラックタイド 11.72 松井　伸也 55 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

2 122 内 ナカヤママニッシュ２０１６ 牝 トーセンホマレボシ 12.23 秋元　耕成 57 （有）日高軽種馬共同育成公社 （有）大栄牧場 F-3

147 外 ブライアンズビコーの２８ 牡 ローズキングダム 13.17 川島　正太郎 59 （有）日高軽種馬共同育成公社 （有）佐藤牧場 F-3

3 66 内 スカーレピーコック２０１６ 牡 ベルシャザール 12.54 高田　潤 59 （株）セイクリットファーム （有）五丸農場 D-6

83 外 チャームアップの２０１６ 牡 トーセンホマレボシ 12.10 藤田　伸二 62 （株）セイクリットファーム 沖田　哲夫 D-6

4 209 内 サウスハクシャク 牡 サウスヴィグラス 11.94 佐藤　友則 61 （有）グランデファーム （有）グランデファーム C-1

8 外 カレンマーガレット２０１６ 牡 スターリングローズ 12.88 高木　健 63 （有）グランデファーム （有）グランデファーム D-3

5 195 内 モナークトウショウ２０１６ 牡 アサクサキングス 13.50 小竹　将貴 69 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ J-3

171 外 ホットスマイル２０１６ 牡 オウケンブルースリ 13.50 木村　拓己 62 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ J-3

6 163 内 フレグラントガール２８ 牝 ベルシャザール 13.00 ドイル・リチャード 72 （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ トド岩高原銀河農場物語（有） F-6

36 外 サイキョウレディー２０１６ 牝 クロフネ 12.84 国信　泰秀 61 （株）アースファーム Ｗｉｎｇ　Ｆａｒｍ D-1

7 236 内 ウエスタンデンコー２０１６ 牝 ヘニーヒューズ 12.42 宮川　実 58 （株）愛知ステーブル （株）奥州名馬勝志倶楽部 D-5

115 外 ヴィットリアステラ 牝 ハービンジャー 12.38 五十嵐　冬樹 53 （株）ケイズ （株）ケイズ E-3

8 175 内 マジカルミステリーの２０１６ 牡 ローズキングダム LOVEI.DEATO.BALBOA 65 福地トレーニングファーム （有）シンユウファーム F-2

116 外 パッサリン２０１６ 牡 リーチザクラウン 12.35 服部　茂史 58 クラックステーブル 一山育成牧場 E-3

9 184 内 ポットアカデミー２０１６ 牝 トーセンホマレボシ 12.58 鈴木　優治 59 （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム I-3

218 外 アインステージ２０１６ 牡 タイムパラドックス 12.31 今井　孝一 58 （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム I-3

10 95 内 ドゥスマイルの２０１６ 牝 メイショウサムソン 11.83 岩橋　勇二 48 アリドメトレーニングファーム （有）山春牧場 D-3

44 外 サンライトプリティ２８ 牝 メイショウボーラー 12.17 藤田　伸二 62 （有）グラストレーニングセンター （有）グラストレーニングセンター J-1

11 125 内 ピースオブフリー２８ 牡 ヨハネスブルグ 11.67 秋元　耕成 59 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ （有）米田牧場 F-3

128 外 ビバサムシングの２８ 牝 スウィフトカレント 11.86 川島　正太郎 61 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル F-2

12 98 内 トゥルーアイズの２０１６ 牡 バトルプラン 11.79 ウラガナン・サシクマー 60 （有）三石軽種馬共同育成センター 土田農場 J-2

200 外 ユーアーマインの２０１６ 牡 ハービンジャー 11.79 斉藤　正善 60 （有）三石軽種馬共同育成センター 前川　勝春 J-2

13 155 内 プリーズドスマイル２０１６ 牝 ハービンジャー 11.83 レイナルド 56 藤平ステーブル 菅原　富美子 F-5

124 外 ピースオブスマイル２０１６ 牝 ネオユニヴァース 11.52 森本　裕悠 64 藤平ステーブル 村上　欽哉 F-5

14 37 内 サクラプラチナ１６ 牡 パイロ 11.22 服部　茂史 57 （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル D-5

150 外 ブラックカシミール１６ 牡 バンブーエール 11.14 川崎　清貴 59 （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル D-5

15 60 内 シルクナデシコ２０１６ 牡 エンパイアメーカー 12.00 宮川　実 59 （有）ヒダカファーム （有）ヒダカファーム J-3

帯同馬 外 鹿糖次　敬樹 65

16 65 内 スカイジュエル１６ 牝 キャプテントゥーレ 岩橋　勇二 58 （有）賀張宝寄山育成牧場 宝寄山　拓樹 E-5

227 外 アロットオブラブ１６ 牝 メイショウボーラー 11.28 山本　咲希到 54 （有）賀張宝寄山育成牧場 宝寄山　拓樹 E-5

17 141 内 フォクシーレッグスの２８ 牝 ディープブリランテ 11.72 藤田　伸二 51 （有）ヤマダステーブル （有）タニグチ牧場 E-5

183 外 ポワティエ２０１６ 牝 ディープブリランテ 秋元　耕成 60 （株）愛知ステーブル （有）畠山牧場 D-5

18 224 内 アプローズビコーの２０１６ 牡 スターリングローズ 11.99 山口　達弥 60 （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル F-1

191 外 レゾリューションの２０１６ 牡 ヨハネスブルグ 10.64 木村　拓己 62 （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル F-1

19 246 内 オールピュール２０１６ 牡 ジャスタウェイ 12.84 林　陽介 57 追分ファーム　リリーバレー 追分ファーム I-1

77 外 タスクミストレス２０１６ 牡 トーセンラー 12.84 松島　慧 60 追分ファーム　リリーバレー 追分ファーム I-1

20 190 内 メジロアリエル２０１６ 牡 ヤマニンセラフィム 11.54 高橋　和則 65 （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム D-7

157 外 プルピットレディの２０１６ 牡 エスポワールシチー 11.08 川島　正太郎 61 （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル F-2

21 230 内 イナズマチーター２０１６ 牡 スマートファルコン 11.82 Recosana Miguel Sorima 70 （株）白井牧場 （株）白井牧場 E-1

80 外 ダンシングイレーネの２０１６ 牡 ディープブリランテ 11.71 五十嵐　冬樹 55 天馬ステーブル （有）地興牧場 I-3

22 221 内 アッフェルバンダムの２８ 牝 プリサイスエンド 11.71 高木　健 63 （有）グランデファーム （有）グランデファーム C-1

119 外 バーミスキャットの２０１６ 牝 パイロ 12.03 佐藤　友則 61 （有）グランデファーム （有）グランデファーム C-1

23 93 単 トウカイティアラの２０１６ 牡 ルーラーシップ 11.62 ドイル・リチャード 72 （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ （有）大狩部牧場 F-6

24 79 内 ダリーニア２０１６ 牝 ダノンシャンティ 12.94 岩橋　勇二 57 （株）ＳＴウィンファーム （株）ＳＴウィンファーム I-2

106 外 サトアンジュ 牝 ナカヤマフェスタ 12.25 国信　泰秀 61 エイトステーブル （有）北島牧場 F-6

25 237 内 オシャベリコパの２０１６ 牝 タイキシャトル 秋元　耕成 57 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2

113 外 ハニーハント２０１６ 牝 ヨハネスブルグ 11.23 服部　茂史 56 （株）門別牧場 （株）門別牧場 D-2


