
トレーニングセール　ＶＴＲ撮影時タイム（1F)

※２１４番は怪我により欠場になりました。 4月16日　日高軽種馬共同育成公社　

No １Ｆ 性 父 母 母父 申込者名 飼養者名

1 11.89 ♀ ベーカバド マイルドスマイル バブルガムフェロー ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

4 14.40 牡 コンデュイット マドリガルスコア ダンスインザダーク ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

13 13.14 ♀ マツリダゴッホ ミッドキャップ アントレプレナー 岡田スタッド 岡田スタッド

15 11.73 ♀ カネヒキリ マスターマイン Belong to Me ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター

18 12.19 ♀ カネヒキリ メイケイキララ タイキシャトル ㈲猪野毛牧場 田口トレーニングファーム

22 12.55 牡 ダイワメジャー ムーニーポンズ Mizzen Mast 岡田スタッド 岡田スタッド

23 12.96 ♀ ブラックタイド ヤマカツアンナ フォーティナイナー サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

27 12.24 ♀ カジノドライヴ ラシルフィード 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

30 14.10 牡 グラスワンダー ミリオンハッピー アグネスタキオン ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

32 14.73 ♀ ローエングリン ヤマノケントップ トニービン サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

35 11.38 牡 ヴァーミリアン ラガーシュリンクス トニービン ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

36 12.97 牡 コンデュイット ラヴァーズテーラー タニノギムレット 岡田スタッド 岡田スタッド

39 11.50 牡 ヴァーミリアン ラビングトスカーナ マイネルラヴ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

46 14.58 ♀ ゼンノロブロイ リーサ Hussonet 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

52 12.45 牡 ジャングルポケット レットイットスノー ハーツクライ 岡田スタッド 岡田スタッド

58 11.40 ♀ ハーツクライ レディフェアリー Fairy King ㈲アサヒ牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

59 11.74 ♀ スウェプトオーヴァーボード レーシングホステス マヤノトップガン ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター

65 11.97 牡 メイショウサムソン ランタナ ブライアンズタイム 八木　明広 藤平ステーブル

73 11.65 ♀ アグネスデジタル ヤマカツサクラ フジキセキ ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター

75 12.18 牡 ワークフォース ワディラム 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

84 12.15 牡 ビービーガルダン アーミーリニア ジェイドロバリー ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

90 12.55 牡 マツリダゴッホ アンローランサン フサイチコンコルド 岡田スタッド 岡田スタッド

105 12.16 ♀ カジノドライヴ ウェザーヘルム テイエムオペラオー 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

106 14.14 牡 ジャングルポケット エアファーギー エアシャカール ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

115 11.83 牡 ハービンジャー オメガグッドラック マンハッタンカフェ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

117 13.60 ♀ アグネスデジタル オドゥールゲラン ステイゴールド サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

118 12.10 牡 アッミラーレ キャッスルローズ スターリングローズ 城市　公 サラブレッド・トレーニング・サービス

123 11.62 ♀ プリサイスエンド カーサエスペランサ キングズベスト ㈲目名共同トレーニングセンター ㈲目名共同トレーニングセンター

136 12.38 ♀ アドマイヤマックス キラリン シンボリクリスエス 岡田スタッド 岡田スタッド

141 12.16 ♀ ゴールドアリュール ラプターセイハート トワイニング 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

154 14.40 牡 コンデュイット ケイケヤキ ニホンピロウイナー ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

165 12.12 牡 ブライアンズタイム サトノアーチ マンハッタンカフェ ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

176 13.62 牡 コンデュイット スマートストーム アグネスタキオン 岡田スタッド 岡田スタッド

191 11.96 ♀ キングカメハメハ ジョウノビクトリア サンデーサイレンス 島瀬　順一 ㈱門別牧場

195 12.02 牡 スズカマンボ ジーガートップラン マヤノトップガン 城市　公 サラブレッド・トレーニング・サービス

196 10.99 牡 タイキシャトル スイートカトマンズ シンボリクリスエス ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

205 11.83 牡 クロフネ ソフトワルツ フジキセキ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

209 12.71 ♀ ディープスカイ トゥルービューティ フサイチコンコルド ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

210 12.77 ♀ コンデュイット タニノホロホロ トニービン 岡田スタッド 岡田スタッド

214 　 牡 キャプテントゥーレ タイムトゥダンス Nijinsky 追分ファーム 追分ファーム　リリーバレー

223 11.50 牡 ディープスカイ トスカーナ Medicean ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

226 13.91 ♀ カジノドライヴ セナリオ フォーティナイナー サンバマウンテンファーム ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

235 11.45 牡 ジャングルポケット トップオブザヒル フレンチデピュティ ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

236 12.60 ♀ ショウナンカンプ ディコーラム フレンチグローリー 岡田スタッド 岡田スタッド

239 12.10 牡 ダノンシャンティ ファーストナイナー フォーティナイナー ㈲猪野毛牧場 田口トレーニングファーム

250 11.89 ♀ メイショウボーラー ノーブルビューティ キングカメハメハ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

263 12.53 牡 ディープスカイ ベストマリッジ シンボリクリスエス ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

280 12.63 牡 ファスリエフ ブルーミングガール サクラバクシンオー 岡田スタッド 岡田スタッド

288 12.71 ♀ アグネスデジタル ホシノキンカ ラムタラ ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

289 11.90 ♀ ディープスカイ ホッカイショコラ スペシャルウィーク ㈲川向高橋育成牧場 ㈱門別牧場


