
2019トレーニングセール　調教VTRタイム速報版　＃２
　4/12　新冠・日高軽種馬共同育成公社　ダートコース　撮影分

セリ番号
Hip

1F  time 性 父 母 母父 申込者名 飼養者名

2 11.25 ♀ ディープスカイ マイネトップレディ ムタファーウエク 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場

6 13.40 牡 サウスヴィグラス マナエヴァ クロフネ （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング

17 13.09 牡 ネオユニヴァース ミストラスト Ｎａｓｈｗａｎ スマートホーム（株） （有）大作ステーブル

21 11.65 牡 モンテロッソ ユーワゼフィルス スペシャルウィーク （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム

23 11.37 ♀ ジャングルポケット モーントバーン アドマイヤムーン （株）ストームファームコーポレーション クラックステーブル

27 11.35 牡 カレンブラックヒル ラヴィール キンググローリアス （株）門別牧場 （株）門別牧場

28 11.80 ♀ ヴァンセンヌ ラガーファンタジー クロフネ 若林　順一 （株）セイクリットファーム

33 11.91 牡 スピルバーグ リーチフォーザムーン Ｐｕｌｐｉｔ （株）門別牧場 （株）門別牧場

40 11.35 ♀ ヘニーヒューズ レッドメイヴ ディープインパクト 若林　順一 （株）セイクリットファーム

42 11.39 牡 クロフネ レンヌルシャトー アグネスタキオン （株）門別牧場 （株）門別牧場

43 11.75 牡 トゥザグローリー レディマハロ フォーティナイナー （同）プログレスファーム 藤平ステーブル（新冠育成公社内）

50 11.50 牡 パドトロワ ロビングショット ゼンノロブロイ （株）門別牧場 （株）門別牧場

56 11.72 牡 ヘニーヒューズ アマゾンバローズ マンハッタンカフェ 若林　順一 （株）セイクリットファーム

57 11.68 牡 スクリーンヒーロー アラームコール ブライアンズタイム 原　弘之 クラックステーブル

63 11.85 牡 ノヴェリスト アロマキャンドル フレンチデピュティ （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム

64 11.50 牡 グランデッツァ アンジュールラブ グリーンアプローズ （株）門別牧場 （株）門別牧場

75 11.71 ♀ ノヴェリスト ウォンビーロング ストラヴィンスキー （株）オリオンファーム （有）坂東牧場

76 11.63 ♀ シニスターミニスター ウシュアイア バブルガムフェロー 若林　順一 （株）セイクリットファーム

78 11.56 牡 グランプリボス エイシンパンドラ フォーティナイナー （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル

79 11.79 ♀ アドマイヤムーン エリザベススイート ティンバーカントリー 白瀬　盛雄 （株）門別牧場

92 11.57 牡 ノヴェリスト エーシンウェンディ ネオユニヴァース （株）門別牧場 （株）門別牧場

94 11.60 牡 フレンチデピュティ キシュウグラシア フジキセキ （有）日西牧場 （株）西山牧場

95 12.54 牡 ヘニーヒューズ キタサンアカツキ メイショウサムソン （有）ヤマタケ牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社

96 12.62 ♀ ベルシャザール キャンディームーン Ｃａｎｄｙ　Ｒｉｄｅ （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ

99 11.42 ♀ トゥザワールド カイアナイト シンボリクリスエス （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル

101 12.81 ♀ ルーラーシップ グラッツェリーサ ダンスインザダーク ハシモトファーム ヤシ・レーシングランチ

102 11.90 ♀ ワールドエース グランブルー Ｔｉｇｈｒ　Ｈｉｌｌ 沖田　哲夫 （株）セイクリットファーム

105 12.88 牡 マジェスティックウォリアー グレイスフルソング ロックオブジブラルタル （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング

109 12.79 牡 モンテロッソ ケンジントン アグネスタキオン （株）ホース・マネジメント・ボス （有）大作ステーブル

110 12.57 牡 ヘニーヒューズ ゴッドフローラ アグネスタキオン 森永　聡 （有）日高軽種馬共同育成公社

113 11.97 ♀ アイルハヴアナザー コスモフライハイ ダンスインザダーク 原　弘之 クラックステーブル

115 11.50 牡 マツリダゴッホ シャイントウショウ オペラハウス （株）門別牧場 （株）門別牧場

117 11.49 ♀ ローレルゲレイロ ショウナンカグラ アジュディケーティング 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場

123 12.88 牡 ルーラーシップ サオトメ ヨハネスブルグ （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング

126 11.81 牡 バトルプラン サンシェル Ｓｉｎｇｓｐｉｅｌ （有）目名共同トレーニングセンター （有）目名共同トレーニングセンター

127 11.18 牡 スクリーンヒーロー シャインパーミット ファルブラヴ （株）門別牧場 （株）門別牧場

130 11.68 牡 ジャングルポケット クールオボロ バゴ 村上　進治 クラックステーブル

132 11.83 牡 フェノーメノ ジェネロジー ジェイドロバリー （株）白井牧場 （株）白井牧場

134 11.46 牡 アンライバルド シルキーリゾート マンハッタンカフェ 野島牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場

140 11.70 ♀ スウェプトオーヴァーボード シーユーサンデー サンデーサイレンス （株）門別牧場 （株）門別牧場

141 11.89 ♀ エピファネイア ジョイオブフライト Ｓｉｌｖｅｒ　Ｈａｗｋ （有）坂東牧場 （有）坂東牧場

144 11.69 牡 カジノドライヴ シルクヴェルサイユ スペシャルウィーク 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場

147 13.56 ♀ クロフネ スピーディユウマ ディープインパクト 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

151 13.12 ♀ シニスターミニスター スリーキセキ フジキセキ （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング

153 11.00 ♀ ワールドエース スレバルナ パラダイスクリーク 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場

155 13.88 ♀ ゴールドシップ センターバージニー キングカメハメハ （有）若林牧場 クラックステーブル

157 11.15 牡 エスポワールシチー セトウチダイヤ タイキシャトル （株）門別牧場 （株）門別牧場

159 11.93 牡 シンボリクリスエス タイキプリンセス Ｋｉｎｇｍａｍｂｏ （有）坂東牧場 （有）坂東牧場

163 11.44 牡 ヴァンセンヌ タークオイズローズ フレンチデピュティ 若林　順一 （株）セイクリットファーム

165 12.03 ♀ ベルシャザール チャーミングギャル タバスコキャット 神野　生男 クラックステーブル

166 11.42 ♀ トゥザワールド チーフザムーン チーフベアハート （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル

168 12.35 牡 キングヘイロー デコトウショウ サクラバクシンオー （株）大樹 アリドメトレーニングファーム

169 11.83 牡 ヒルノダムール デットオアアライブ グランデラ （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム

175 12.37 ♀ タートルボウル トウカイセレッソ キングカメハメハ 原　弘之 クラックステーブル

179 12.14 牡 ベーカバド トップレディスター サンデーサイレンス 沖田　哲夫 （株）セイクリットファーム

186 11.70 ♀ ダイワメジャー ナイジェラ ワイルドラッシュ （株）門別牧場 （株）門別牧場

187 11.81 牡 ヘニーヒューズ ナデシコニッポン アドマイヤジャパン （有）目名共同トレーニングセンター （有）目名共同トレーニングセンター

190 11.74 牡 ベルシャザール フレンチ キングヘイロー （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル

197 11.60 ♀ カレンブラックヒル パトリオット デュランダル （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場
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205 13.09 ♀ シニスターミニスター ヒカルアスピレイト ネオユニヴァース （株）ホース・マネジメント・ボス （有）大作ステーブル

211 12.03 牡 ノーザンリバー ヒシストーミイ Ｓｔｏｒｍｙ　Ａｔｌａｎｔｉｃ 若林　順一 （株）セイクリットファーム

212 12.35 牡 スターリングローズ バブルガムパレス バブルガムフェロー （株）大樹 アリドメトレーニングファーム

213 11.80 牡 シビルウォー フジノプログレス ブライアンズタイム 原　弘之 クラックステーブル

214 11.91 ♀ ヴィクトワールピサ ビジョナリー ディープインパクト （株）白井牧場 （株）白井牧場

215 12.92 牡 ストロングリターン ヒシシンエイ スペシャルウィーク （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル

217 11.79 ♀ マジェスティックウォリアー ビーフィットウォー ウォーエンブレム （株）門別牧場 （株）門別牧場

219 12.00 ♀ アサクサキングス ビバロングライフ 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

220 12.74 牡 オルフェーヴル ポジションリミット Ｂｅｌｌａｍｙ　Ｒｏａｄ 荒牧　政美 （株）エクワインレーシング

222 13.61 牡 ローズキングダム ファーマレッド ネオユニヴァース （有）高山牧場 （有）グリーンマイルトレーニングセンター

227 11.66 ♀ ストロングリターン ブレーヴスキー ストラヴィンスキー 神野　生男 クラックステーブル

228 11.52 牡 ジャスタウェイ ブリーボーンズ Ｈｅｓａｂｕｌｌ （株）門別牧場 （株）門別牧場

230 11.52 ♀ トーセンジョーダン フローリストライフ ネオユニヴァース 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場

232 11.62 牡 マジェスティックウォリアー ベアフルート サクラバクシンオー （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル

238 11.97 ♀ スピルバーグ ベラドーラⅡ Ｄａｎｚｉｇ （有）静内白井牧場 クラックステーブル

243 11.37 ♀ エイシンフラッシュ ポッドクライ ハーツクライ 村上　進治 クラックステーブル

244 13.40 牡 サウスヴィグラス ホワイトポイント デザートキング （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング

247 11.65 牡 アグネスデジタル ポートドラルーン チチカステナンゴ （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム

248 11.94 牡 トゥザグローリー ホーリーシー タニノギムレット （有）三好牧場 藤平ステーブル（新冠育成公社内）
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