
２０１９トレーニングセール　調教ビデオ撮影時　計測１Ｆタイム一覧（上場番号順）

計測日：４月１１日～１３日　新冠・日高軽種馬共同育成公社 ダート1200mコース　１F 砂厚：約12cm

　　　　　４月１５日～１６日　浦河・BTC軽種馬調教育成場 ダート1600mコース　１F 砂厚：約 8cm

※　リストにない未計測馬は5/20公開調教当日に追い切りします。（欠場馬を除く）

上場番号 1F 性 父 母 申込者名 飼養者名
撮影
場所

撮影日

1 10.72 牡 トーセンホマレボシ マイスイートベス （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル 浦河 4/15

2 11.25 ♀ ディープスカイ マイネトップレディ 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 新冠 4/12

4 11.74 ♀ アンライバルド マスタープラチナム Ｗｉｎｇ　Ｆａｒｍ （株）アースファーム 新冠 4/11

6 13.40 牡 サウスヴィグラス マナエヴァ （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング 新冠 4/12

7 11.58 牡 キングヘイロー マスコットダイヤ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

9 11.14 牡 フリオーソ マーベラスリリー ルヴァンレーシング （株）森本スティーブル 浦河 4/16

10 12.18 牡 キングヘイロー マリンブラスト （有）グランデファーム （有）グランデファーム 浦河 4/16

11 12.79 ♀ カジノドライヴ マイルストーン （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 新冠 4/11

12 11.75 ♀ ストロングリターン マリーブーケトス 安達　洋生 クラックステーブル 新冠 4/13

13 11.74 ♀ ベルシャザール ミヤサンキューティ （有）佐藤牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社 新冠 4/13

14 12.45 牡 タイムパラドックス ミヤビハンター エイトステーブル エイトステーブル 新冠 4/11

15 11.92 牡 ストロングリターン ミルリュユッテ 沖田　博志 ＭＡＸトレーニングファーム 浦河 4/15

16 14.10 ♀ ブラックタイド ミリアム 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー 新冠 4/11

17 13.09 牡 ネオユニヴァース ミストラスト スマートホーム（株） （有）大作ステーブル 新冠 4/12

18 11.70 牡 エイシンフラッシュ マリーシャンタル （有）グランデファーム （有）グランデファーム 浦河 4/16

19 10.80 牡 ローズキングダム マリノアンチーク （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル 浦河 4/15

20 11.86 牡 フェノーメノ ラヴィアージュ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

21 11.65 牡 モンテロッソ ユーワゼフィルス （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

22 11.62 ♀ スマートファルコン ムーニーポンズ 岡田スタッド 岡田スタッド 新冠 4/11

23 11.37 ♀ ジャングルポケット モーントバーン （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 新冠 4/12

24 12.25 牡 エスケンデレヤ ユメノカケハシ 中神牧場 ＭＡＸトレーニングファーム 浦河 4/16

25 12.16 ♀ グランプリボス ユーアーマイン 飯岡牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 浦河 4/16

27 11.35 牡 カレンブラックヒル ラヴィール （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

28 11.80 ♀ ヴァンセンヌ ラガーファンタジー 若林　順一 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

32 12.72 ♀ キンシャサノキセキ リリカルホイッスル 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー 新冠 4/11

33 11.91 牡 スピルバーグ リーチフォーザムーン （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

35 11.60 牡 グランプリボス ルージュマジック （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム 浦河 4/16

37 12.30 牡 トーセンホマレボシ レアリサール （有）米田牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 新冠 4/11

38 11.85 牡 トゥザグローリー レッドグラス 高橋　正三 （有）三石軽種馬共同育成センター 浦河 4/16

39 13.82 牡 レッドスパーダ レッドハート （有）グランデファーム （有）グランデファーム 浦河 4/15

40 11.35 ♀ ヘニーヒューズ レッドメイヴ 若林　順一 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

41 12.21 牡 ロードアルティマ レッドロザリオ 富塚ファーム （有）大作ステーブル 新冠 4/11

42 11.39 牡 クロフネ レンヌルシャトー （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

43 11.75 牡 トゥザグローリー レディマハロ （同）プログレスファーム 藤平ステーブル（新冠育成公社内） 新冠 4/12

46 12.88 牡 キズナ ワイキキブリーズ 折手牧場 田口トレーニングファーム 新冠 4/11

47 12.90 ♀ ディープブリランテ ワグテイル 高松牧場 チーム　プレアデス 浦河 4/15

48 11.70 牡 ロードアルティマ ワルツ （有）北光牧場 ＭＡＸトレーニングファーム 浦河 4/16

49 12.10 牡 サウスヴィグラス レディパッション （有）グランデファーム （有）グランデファーム 浦河 4/16

50 11.50 牡 パドトロワ ロビングショット （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

51 12.40 ♀ ナカヤマフェスタ メドゥーサ 岡田スタッド 岡田スタッド 新冠 4/11
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52 11.60 牡 スマートファルコン アガーテ （有）三石ビクトリーファーム （有）三石ビクトリーファーム 浦河 4/16

54 11.47 牡 シンボリクリスエス アイルゴーバック （株）大樹 アリドメトレーニングファーム 新冠 4/11

55 11.40 牡 オルフェーヴル アヴェクトワ （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 浦河 4/16

56 11.72 牡 ヘニーヒューズ アマゾンバローズ 若林　順一 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

57 11.68 牡 スクリーンヒーロー アラームコール 原　弘之 クラックステーブル 新冠 4/12

58 11.05 ♀ ブラックタイド アリゲーターアリー （有）チェスナットファーム （有）チェスナットファーム 浦河 4/16

59 11.40 牡 ワークフォース アルーリングアイズ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

60 13.08 牡 アドマイヤジャパン アルテミスターキン （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル 浦河 4/16

61 11.37 牡 ナカヤマフェスタ アートリョウコ （有）グランデファーム （有）グランデファーム 浦河 4/16

62 11.65 牡 タイムパラドックス アーバンライナー 安達　洋生 エイトステーブル 新冠 4/11

63 11.85 牡 ノヴェリスト アロマキャンドル （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

64 11.50 牡 グランデッツァ アンジュールラブ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

65 12.42 牡 プリサイスエンド アップルティー （有）元道牧場 ＭＡＸトレーニングファーム 浦河 4/16

66 12.10 牡 エピファネイア ウインデンファーレ 細川農場 田口トレーニングファーム 新冠 4/11

67 13.13 ♀ シニスターミニスター インオンザゴシップ 飯島　暁人 （有）グランデファーム 浦河 4/15

68 14.85 牡 エイシンフラッシュ インゴット （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 新冠 4/11

69 11.48 牡 グランデッツァ インディアンファイル （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

71 12.00 ♀ フリオーソ ヴァニラシャンティ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 浦河 4/16

72 12.17 牡 ダノンゴーゴー ヴェニーズワルツ （有）グランデファーム （有）グランデファーム 浦河 4/16

73 11.35 牡 アイルハヴアナザー ウインミューズ （有）コスモヴューファーム （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 新冠 4/11

74 11.75 牡 エイシンフラッシュ ウェーブクイーン （有）若林牧場 クラックステーブル 新冠 4/13

75 11.71 ♀ ノヴェリスト ウォンビーロング （株）オリオンファーム （有）坂東牧場 新冠 4/12

76 11.63 ♀ シニスターミニスター ウシュアイア 若林　順一 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

78 11.56 牡 グランプリボス エイシンパンドラ （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル 新冠 4/12

79 11.79 ♀ アドマイヤムーン エリザベススイート 白瀬　盛雄 （株）門別牧場 新冠 4/12

80 11.60 牡 マツリダゴッホ エヴリホープ （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル 浦河 4/16

81 12.00 牡 ストロングリターン エクラドール 神垣　道弘 チーム　プレアデス 浦河 4/15

82 12.20 ♀ キングズベスト エターナルトルース （株）チャンピオンズファーム 田口トレーニングファーム 新冠 4/11

84 11.30 牡 フェノーメノ オウケンクイーン 中神牧場 （株）森本スティーブル 浦河 4/16

85 11.62 牡 ヴィクトワールピサ オオオク （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

88 11.52 牡 メイショウボーラー モエレカバーガール （有）高橋ファーム （有）高橋ファーム 新冠 4/11

90 13.82 牡 ワールドエース カドルーパ （有）グランデファーム （有）グランデファーム 浦河 4/15

91 11.86 牡 キングズベスト カレンナホホエミ （株）ラ・メール （株）吉澤ステーブル 浦河 4/16

92 11.57 牡 ノヴェリスト エーシンウェンディ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

93 12.19 牡 ゴールドシップ オーシャンルミナス 高松牧場 田口トレーニングファーム 新冠 4/11

94 11.60 牡 フレンチデピュティ キシュウグラシア （有）日西牧場 （株）西山牧場 新冠 4/12

95 12.54 牡 ヘニーヒューズ キタサンアカツキ （有）ヤマタケ牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社 新冠 4/12

96 12.62 ♀ ベルシャザール キャンディームーン （有）へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ 新冠 4/12

97 11.42 牡 キンシャサノキセキ キャッシュインクルーデッド （有）コスモヴューファーム （株）ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ 新冠 4/11

98 12.61 ♀ フェノーメノ カーリア （有）グランデファーム （有）グランデファーム 浦河 4/15

99 11.42 ♀ トゥザワールド カイアナイト （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル 新冠 4/12

101 12.81 ♀ ルーラーシップ グラッツェリーサ ハシモトファーム ヤシ・レーシングランチ 新冠 4/12

102 11.90 ♀ ワールドエース グランブルー 沖田　哲夫 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

103 11.25 牡 ベルシャザール ゲラウトマイウエイ 安達　洋生 クラックステーブル 新冠 4/13

104 11.42 牡 トーセンホマレボシ スガノグラスワン （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11
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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 （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング 新冠 4/12

106 11.50 ♀ ヴィクトワールピサ クレタパラドックス （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル 浦河 4/15

107 11.76 牡 タニノギムレット クレバージーン 前田牧場 （有）高橋ファーム 新冠 4/11

108 11.56 ♀ ゴールドアリュール クローズホールド （有）カナイシスタッド （有）カナイシスタッド 浦河 4/16

109 12.79 牡 モンテロッソ ケンジントン （株）ホース・マネジメント・ボス （有）大作ステーブル 新冠 4/12

110 12.57 牡 ヘニーヒューズ ゴッドフローラ 森永　聡 （有）日高軽種馬共同育成公社 新冠 4/12

111 11.20 牡 キズナ コンゴウアンゲルス （株）愛知ステーブル （株）愛知ステーブル 浦河 4/15

112 11.87 牡 タイムパラドックス ゴーゴーサンデー （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 浦河 4/16

113 11.97 ♀ アイルハヴアナザー コスモフライハイ 原　弘之 クラックステーブル 新冠 4/12

114 12.10 牡 トゥザグローリー オードリーローズ 高松牧場 チーム　プレアデス 浦河 4/15

115 11.50 牡 マツリダゴッホ シャイントウショウ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

116 11.63 牡 ロージズインメイ シャイニングアイズ （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 浦河 4/16

117 11.49 ♀ ローレルゲレイロ ショウナンカグラ 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 新冠 4/12

118 12.20 ♀ キズナ サクセスウイッチ （有）浜本牧場 田口トレーニングファーム 新冠 4/11

119 11.93 牡 トーセンホマレボシ サザンシーラ （有）グランデファーム （有）グランデファーム 浦河 4/16

120 10.76 牡 メイショウボーラー サルガソシー （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル 浦河 4/15

121 11.70 牡 プリサイスエンド サダムサロペット 神垣　道弘 ＭＡＸトレーニングファーム 浦河 4/15

123 12.88 牡 ルーラーシップ サオトメ （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング 新冠 4/12

124 14.74 牡 エイシンフラッシュ サトノコンドル （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 新冠 4/11

126 11.81 牡 バトルプラン サンシェル （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 新冠 4/12

127 11.18 牡 スクリーンヒーロー シャインパーミット （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

128 12.11 牡 モンテロッソ サイキカンパツ 佐藤　静子 （有）日高軽種馬共同育成公社 新冠 4/13

129 10.84 牡 トーセンジョーダン サンシャインバレイ （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル 浦河 4/15

130 11.68 牡 ジャングルポケット クールオボロ 村上　進治 クラックステーブル 新冠 4/12

131 11.30 牡 トランセンド スイートカフェ ルヴァンレーシング （株）森本スティーブル 浦河 4/16

132 11.83 牡 フェノーメノ ジェネロジー （株）白井牧場 （株）白井牧場 新冠 4/12

133 11.85 ♀ トーセンジョーダン ジニオマッジョーレ 沖田　博志 ＭＡＸトレーニングファーム 浦河 4/16

134 11.46 牡 アンライバルド シルキーリゾート 野島牧場 （有）賀張宝寄山育成牧場 新冠 4/12

135 11.40 牡 タニノギムレット シンハルカジョウ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

137 12.33 牡 パドトロワ ジャネットハウス （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 新冠 4/11

138 11.98 ♀ トゥザグローリー シャルマンウーマン （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 浦河 4/16

139 12.06 牡 キングヘイロー シュガーミント （有）福山育成牧場 （株）アクティファーム 浦河 4/16

140 11.70 ♀ スウェプトオーヴァーボード シーユーサンデー （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

141 11.89 ♀ エピファネイア ジョイオブフライト （有）坂東牧場 （有）坂東牧場 新冠 4/12

142 11.66 ♀ パイロ ジョウノマドンナ （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 新冠 4/13

143 11.38 牡 エスケンデレヤ ショウリノホホエミ 木村牧場（有） 木村牧場（有） 新冠 4/11

144 11.69 牡 カジノドライヴ シルクヴェルサイユ 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 新冠 4/12

145 11.92 ♀ アサクサキングス スズカプラチナ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

146 12.06 牡 トゥザワールド スイートトーク （同）プログレスファーム 藤平ステーブル（新冠育成公社内） 新冠 4/11

147 13.56 ♀ クロフネ スピーディユウマ 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 新冠 4/12

148 14.10 ♀ ルーラーシップ スマイリングムーン 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー 新冠 4/11

149 11.98 ♀ スピルバーグ スターウインド 門別　敏朗 （株）門別牧場 新冠 4/11

151 13.12 ♀ シニスターミニスター スリーキセキ （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング 新冠 4/12

152 11.62 牡 ディープブリランテ スズランコマンダー （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

153 11.00 ♀ ワールドエース スレバルナ 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 新冠 4/12
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155 13.88 ♀ ゴールドシップ センターバージニー （有）若林牧場 クラックステーブル 新冠 4/12

157 11.15 牡 エスポワールシチー セトウチダイヤ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

158 11.86 牡 マジェスティックウォリアー ナイツエンド （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル 浦河 4/16

159 11.93 牡 シンボリクリスエス タイキプリンセス （有）坂東牧場 （有）坂東牧場 新冠 4/12

160 11.10 牡 スクワートルスクワート タカネナデシコ （株）アフリートファーム 福地トレーニングファーム 新冠 4/11

161 13.93 ♀ ダノンシャンティ ダノンスズラン （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 新冠 4/11

163 11.44 牡 ヴァンセンヌ タークオイズローズ 若林　順一 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

164 11.48 牡 トランセンド タイトーク （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

165 12.03 ♀ ベルシャザール チャーミングギャル 神野　生男 クラックステーブル 新冠 4/12

166 11.42 ♀ トゥザワールド チーフザムーン （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル 新冠 4/12

168 12.35 牡 キングヘイロー デコトウショウ （株）大樹 アリドメトレーニングファーム 新冠 4/12

169 11.83 牡 ヒルノダムール デットオアアライブ （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

170 12.72 牡 エピファネイア テンシノホホエミ （有）浜本牧場 田口トレーニングファーム 新冠 4/11

171 12.48 ♀ アドマイヤムーン テンセイフジ 小葉松　幸雄 ＭＡＸトレーニングファーム 浦河 4/16

173 11.97 ♀ トビーズコーナー スターリーベイ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

174 12.50 ♀ ロジユニヴァース スーパーラヴァー （同）プログレスファーム 藤平ステーブル（新冠育成公社内） 新冠 4/11

175 12.37 ♀ タートルボウル トウカイセレッソ 原　弘之 クラックステーブル 新冠 4/12

176 10.70 牡 リアルインパクト トウカイデンヒル （有）チェスナットファーム （有）チェスナットファーム 浦河 4/16

177 11.91 ♀ ロージズインメイ トゥルーゴールド （有）グランデファーム （有）グランデファーム 浦河 4/15

178 12.45 ♀ ルースリンド トキノメイゲツ 大典牧場（有） エイトステーブル 新冠 4/11

179 12.14 牡 ベーカバド トップレディスター 沖田　哲夫 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

181 11.74 ♀ エピファネイア ドリームアドリーム Ｈ．Ｈ．Ｓｈｅｉｋｈ　Ｆａｈａｄ （有）三嶋牧場 浦河 4/16

182 11.20 牡 エイシンフラッシュ ドリームドリーマー 中神牧場 （株）森本スティーブル 浦河 4/16

183 12.16 ♀ エイシンフラッシュ ナヴィガトリア 飯岡牧場 （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 浦河 4/16

184 12.27 ♀ ヴァーミリアン ニシノキミヨ アリドメトレーニングファーム アリドメトレーニングファーム 新冠 4/11

185 10.94 牡 グラスワンダー ナリタアルテミス （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル 浦河 4/16

186 11.70 ♀ ダイワメジャー ナイジェラ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

187 11.81 牡 ヘニーヒューズ ナデシコニッポン （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 新冠 4/12

188 11.92 牡 プリサイスエンド ナチュラルブリッジ （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル 浦河 4/16

189 11.90 牡 キングズベスト ヒシヴェリタス （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 新冠 4/11

190 11.74 牡 ベルシャザール フレンチ （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル 新冠 4/12

192 12.45 ♀ フェノーメノ ニケ 高松牧場 ＭＡＸトレーニングファーム 浦河 4/16

193 11.97 ♀ エスケンデレヤ ニシノキュベレー （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 浦河 4/16

194 12.90 牡 ルーラーシップ ニエロ 田湯牧場 （有）高橋ファーム 新冠 4/11

196 12.20 ♀ ネオヴァンドーム ネオランジュ アリドメトレーニングファーム アリドメトレーニングファーム 新冠 4/11

197 11.60 ♀ カレンブラックヒル パトリオット （有）千葉飯田牧場 （有）千葉飯田牧場 新冠 4/12

198 11.30 牡 スマートファルコン バトルアンコール 門別　敏朗 （株）門別牧場 新冠 4/11

199 11.37 牡 ビービーガルダン バトルパンタナール （株）アフリートファーム 福地トレーニングファーム 新冠 4/11

200 12.30 牡 ジャスタウェイ ハナズルナピエナ （有）米田牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ 新冠 4/11

201 10.95 ♀ リアルインパクト ハナワキリシマ 岡田　真一郎 （株）森本スティーブル 浦河 4/16

202 12.06 ♀ アーネストリー ハマノローズマリー （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

203 11.52 牡 エピファネイア ハルワカ 三村　卓也 ＭＡＸトレーニングファーム 浦河 4/16

205 13.09 ♀ シニスターミニスター ヒカルアスピレイト （株）ホース・マネジメント・ボス （有）大作ステーブル 新冠 4/12

206 11.45 ♀ ヨハネスブルグ ピュアアイズ （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル 浦河 4/16

207 11.46 牡 フェノーメノ フレイムミーティア （有）岡田牧場 （有）目名共同トレーニングセンター 新冠 4/13
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208 13.35 牡 ジャングルポケット ニュートロンスター （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ （株）山﨑ＳＴＡＢＬＥ 浦河 4/16

209 11.86 牡 エピファネイア ピクシーチャーム （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/11

210 11.78 ♀ ルーラーシップ ピサノアリュメール 前川　勝春 （有）三石軽種馬共同育成センター 浦河 4/16

211 12.03 牡 ノーザンリバー ヒシストーミイ 若林　順一 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

212 12.35 牡 スターリングローズ バブルガムパレス （株）大樹 アリドメトレーニングファーム 新冠 4/12

213 11.80 牡 シビルウォー フジノプログレス 原　弘之 クラックステーブル 新冠 4/12

214 11.91 ♀ ヴィクトワールピサ ビジョナリー （株）白井牧場 （株）白井牧場 新冠 4/12

215 12.92 牡 ストロングリターン ヒシシンエイ （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 新冠 4/12

216 12.11 牡 ヴァンセンヌ ピュアドリーム （有）ヒカル牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社 新冠 4/13

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 （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

218 11.79 牡 ジャングルポケット ピースオブラック （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル 浦河 4/16

219 12.00 ♀ アサクサキングス ビバロングライフ 沖田　哲夫 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

220 12.74 牡 オルフェーヴル ポジションリミット 荒牧　政美 （株）エクワインレーシング 新冠 4/12

221 12.32 牡 ゴールドアリュール ファインドロップ （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 浦河 4/16

222 13.61 牡 ローズキングダム ファーマレッド （有）高山牧場 （有）グリーンマイルトレーニングセンター 新冠 4/12

223 13.18 ♀ カジノドライヴ フィルドール 前田牧場 （有）高橋ファーム 新冠 4/11

224 12.29 ♀ モンテロッソ フウコウメイビ 中村　雅明 （有）グランデファーム 浦河 4/15

225 11.45 牡 スピルバーグ フェンスイ 高松牧場 ＭＡＸトレーニングファーム 浦河 4/16

226 12.33 牡 アドマイヤムーン ブラッシュウィズデスティニー （有）大作ステーブル （有）大作ステーブル 新冠 4/11

227 11.66 ♀ ストロングリターン ブレーヴスキー 神野　生男 クラックステーブル 新冠 4/12

228 11.52 牡 ジャスタウェイ ブリーボーンズ （株）門別牧場 （株）門別牧場 新冠 4/12

229 10.72 牡 プリサイスエンド ブルーポラリス （有）山口ステーブル （有）山口ステーブル 浦河 4/15

230 11.52 ♀ トーセンジョーダン フローリストライフ 宝寄山　拓樹 （有）賀張宝寄山育成牧場 新冠 4/12

232 11.62 牡 マジェスティックウォリアー ベアフルート （有）ヤマダステーブル （有）ヤマダステーブル 新冠 4/12

233 12.90 ♀ オウケンブルースリ ベイルリ （有）地興牧場 天馬ステーブル 浦河 4/16

234 11.86 ♀ アーネストリー ベストエンジェル （有）佐藤牧場 （有）日高軽種馬共同育成公社 新冠 4/13

235 12.36 ♀ アドマイヤムーン ベストマテリアル （株）チャンピオンズファーム 田口トレーニングファーム 新冠 4/11

236 11.92 牡 エスケンデレヤ ペブルガーデン （株）吉澤ステーブル （株）吉澤ステーブル 浦河 4/16

237 12.72 ♀ ヴィクトワールピサ ベユーズラッシー 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー 新冠 4/11

238 11.97 ♀ スピルバーグ ベラドーラⅡ （有）静内白井牧場 クラックステーブル 新冠 4/12

239 11.46 牡 スマートファルコン ベルモントノーヴァ （有）岡田牧場 （有）目名共同トレーニングセンター 新冠 4/13

240 11.42 牡 キングヘイロー ペロチャン （株）アスラン （株）門別牧場 新冠 4/11

241 11.81 ♀ プリサイスエンド ホクセツクィーン （有）宮内牧場 （有）ディスティニーファーム 浦河 4/16

242 12.00 牡 クロフネ ホシノアテナ （株）アクティファーム （株）アクティファーム 浦河 4/16

243 11.37 ♀ エイシンフラッシュ ポッドクライ 村上　進治 クラックステーブル 新冠 4/12

244 13.40 牡 サウスヴィグラス ホワイトポイント （株）エクワインレーシング （株）エクワインレーシング 新冠 4/12

245 10.50 牡 リーチザクラウン ポーカーアリス 小林　和幸 （株）愛知ステーブル 浦河 4/15

246 11.50 ♀ エイシンフラッシュ ポークチョップ （株）前田ファーム （有）チェスナットファーム 浦河 4/16

247 11.65 牡 アグネスデジタル ポートドラルーン （有）五丸農場 （株）セイクリットファーム 新冠 4/12

248 11.94 牡 トゥザグローリー ホーリーシー （有）三好牧場 藤平ステーブル（新冠育成公社内） 新冠 4/12
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