
2019トレーニングセール　調教VTRタイム速報版　＃５
　4/16　浦河・BTC軽種馬育成調教場　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

9 11.14 牡 フリオーソ マーベラスリリー クロフネ ルヴァンレーシング （株）森本スティーブル

10 12.18 牡 キングヘイロー マリンブラスト アグネスデジタル （有）グランデファーム （有）グランデファーム

18 11.70 牡 エイシンフラッシュ マリーシャンタル サンデーサイレンス （有）グランデファーム （有）グランデファーム

24 12.25 牡 エスケンデレヤ ユメノカケハシ デュランダル 中神牧場 ＭＡＸトレーニングファーム

25 12.16 ♀ グランプリボス ユーアーマイン ディープインパクト 飯岡牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ

35 11.60 牡 グランプリボス ルージュマジック アフリート （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム

38 11.85 牡 トゥザグローリー レッドグラス ブライアンズタイム 高橋　正三 （有）三石軽種馬共同育成センター

48 11.70 牡 ロードアルティマ ワルツ サンデーサイレンス （有）北光牧場 ＭＡＸトレーニングファーム

49 12.10 牡 サウスヴィグラス レディパッション ネオユニヴァース （有）グランデファーム （有）グランデファーム

52 11.60 牡 スマートファルコン アガーテ フォーティナイナー （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム

55 11.40 牡 オルフェーヴル アヴェクトワ チチカステナンゴ （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム

58 11.05 ♀ ブラックタイド アリゲーターアリー Ｇｏｎｅ　Ｗｅｓｔ （有）チェスナットファーム （有）チェスナットファーム

60 13.08 牡 アドマイヤジャパン アルテミスターキン ジョリーズヘイロー （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル

61 11.37 牡 ナカヤマフェスタ アートリョウコ タイキシャトル （有）グランデファーム （有）グランデファーム

65 12.42 牡 プリサイスエンド アップルティー サンデーサイレンス （有）元道牧場 ＭＡＸトレーニングファーム

71 12.00 ♀ フリオーソ ヴァニラシャンティ シンボリクリスエス （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ

72 12.17 牡 ダノンゴーゴー ヴェニーズワルツ サクラバクシンオー （有）グランデファーム （有）グランデファーム

80 11.60 牡 マツリダゴッホ エヴリホープ Ｍｉｎｅｓｈａｆｔ （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル

84 11.30 牡 フェノーメノ オウケンクイーン キングズベスト 中神牧場 （株）森本スティーブル

91 11.86 牡 キングズベスト カレンナホホエミ タイキシャトル （株）ラ・メール （株）吉澤ステーブル

108 11.56 ♀ ゴールドアリュール クローズホールド クロフネ （有）カナイシスタッド （有）カナイシスタッド

112 11.87 牡 タイムパラドックス ゴーゴーサンデー キングカメハメハ （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

116 11.63 牡 ロージズインメイ シャイニングアイズ アグネスタキオン （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム

119 11.93 牡 トーセンホマレボシ サザンシーラ サザンヘイロー （有）グランデファーム （有）グランデファーム

131 11.30 牡 トランセンド スイートカフェ マンハッタンカフェ ルヴァンレーシング （株）森本スティーブル

133 11.85 ♀ トーセンジョーダン ジニオマッジョーレ フジキセキ 沖田　博志 ＭＡＸトレーニングファーム

138 11.98 ♀ トゥザグローリー シャルマンウーマン サクラバクシンオー （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム

139 12.06 牡 キングヘイロー シュガーミント アグネスタキオン （有）福山育成牧場 （株）アクティファーム

158 11.86 牡 マジェスティックウォリアー ナイツエンド エンドスウィープ （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル

171 12.48 ♀ アドマイヤムーン テンセイフジ ハウスバスター 小葉松　幸雄 ＭＡＸトレーニングファーム

176 10.70 牡 リアルインパクト トウカイデンヒル デインヒル （有）チェスナットファーム （有）チェスナットファーム

181 11.74 ♀ エピファネイア ドリームアドリーム ディープインパクト Ｈ．Ｈ．Ｓｈｅｉｋｈ　Ｆａｈａｄ （有）三嶋牧場

182 11.20 牡 エイシンフラッシュ ドリームドリーマー ダンスインザダーク 中神牧場 （株）森本スティーブル

183 12.16 ♀ エイシンフラッシュ ナヴィガトリア クロフネ 飯岡牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ

185 10.94 牡 グラスワンダー ナリタアルテミス ネオユニヴァース （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル

188 11.92 牡 プリサイスエンド ナチュラルブリッジ ディープインパクト （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル

192 12.45 ♀ フェノーメノ ニケ ダイワメジャー 高松牧場 ＭＡＸトレーニングファーム

193 11.97 ♀ エスケンデレヤ ニシノキュベレー サクラバクシンオー （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ

201 10.95 ♀ リアルインパクト ハナワキリシマ フサイチコンコルド 岡田　真一郎 （株）森本スティーブル

203 11.52 牡 エピファネイア ハルワカ ワカオライデン 三村　卓也 ＭＡＸトレーニングファーム

206 11.45 ♀ ヨハネスブルグ ピュアアイズ ネオユニヴァース （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル

208 13.35 牡 ジャングルポケット ニュートロンスター シンボリクリスエス （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ

210 11.78 ♀ ルーラーシップ ピサノアリュメール サンデーサイレンス 前川　勝春 （有）三石軽種馬共同育成センター

218 11.79 牡 ジャングルポケット ピースオブラック ステイゴールド （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル

221 12.32 牡 ゴールドアリュール ファインドロップ サクラバクシンオー （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

225 11.45 牡 スピルバーグ フェンスイ ティンバーカントリー 高松牧場 ＭＡＸトレーニングファーム

233 12.90 ♀ オウケンブルースリ ベイルリ スペシャルウィーク （有）地興牧場 天馬ステーブル

236 11.92 牡 エスケンデレヤ ペブルガーデン ディープインパクト （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル

241 11.81 ♀ プリサイスエンド ホクセツクィーン サンデーサイレンス （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム

242 12.00 牡 クロフネ ホシノアテナ サンデーサイレンス （株）アクティファーム （株）アクティファーム

246 11.50 ♀ エイシンフラッシュ ポークチョップ ゴールドヘイロー （株）前田ファーム （有）チェスナットファーム


