
トレーニングセール　ＶＴＲ撮影時タイム（1F)

4月17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
2 11.77 ♀ アドマイヤマックス マサカーネ トワイニング ㈲石田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

12 11.87 牡 キングヘイロー ミヤビトップレディ ダンスインザダーク ㈲コスモヴューファーム ㈲コスモヴューファーム

20 11.98 ♀ マツリダゴッホ ミヤビリリー タニノギムレット 石郷岡　雅樹 ㈲日高軽種馬共同育成公社

21 11.78 牡 ソングオブウインド モルフェアトラクト ニューイングランド ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

25 11.35 牡 フォーティナイナーズサン モエレピンクレディ ゴールドヘイロー ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

28 12.49 ♀ スクリーンヒーロー ライサ トーセンダンス 村上　欽哉 藤平ステーブル

31 12.18 牡 カジノドライヴ メイプルマリチャン アジュディケーティング ストロベリーフィールドファーム㈱ ㈲太盛トレーニングセンター

33 11.25 牡 ホワイトマズル ユウキフジサン デュランダル ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

40 11.38 牡 シンボリクリスエス リッジローズ Sadler's Wells ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

42 11.82 牡 メイショウボーラー リミッターブレイク マンハッタンカフェ ㈲五丸農場 ㈱セイクリットファーム

47 12.58 ♀ ダノンシャンティ リトルイライザ クロフネ ㈲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

60 13.95 ♀ マツリダゴッホ ロイヤルフラッシュ トニービン ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

63 11.89 ♀ カンパニー ローズヘイロー キングヘイロー ㈲石田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

64 12.60 ♀ ハービンジャー ロマンダムール サンデーサイレンス ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

66 11.74 牡 ブラックタイド レスティヴコマンダ コマンダーインチーフ ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

67 11.53 牡 ローレルゲレイロ レッドフィオーレ バゴ ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

76 12.40 牡 ゼンノロブロイ ウインファンタジア ヘネシー 大迫　久美子 吉田ステーブル（ファンタストクラブ）

78 12.84 牡 グラスワンダー アポロサミット ネオユニヴァース ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

85 12.07 牡 サムライハート モルフェクラウン ニューイングランド ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

86 12.05 ♀ ケイムホーム イシノエストック タバスコキャット ㈲石田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

87 12.18 ♀ サクラオリオン イシノエレガンス ダンスインザダーク ストロベリーフィールドファーム㈱ ㈲太盛トレーニングセンター

89 11.91 牡 アドマイヤムーン エイプリルスカイズ Kaldounevees 石郷岡　雅樹 ㈱セイクリットファーム

93 13.21 牡 ティンバーカントリー インシステント Diesis ㈲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

95 11.75 牡 ダノンシャンティ ヴィクトリアルイゼ シンボリクリスエス ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

97 12.40 牡 タニノギムレット ウインエトワール フジキセキ 村上　欽哉 吉田ステーブル（ファンタストクラブ）

100 13.25 牡 スズカマンボ エイダイヒロイン ダンシングブレーヴ ㈲東振牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

110 12.68 ♀ メイショウサムソン エアベルヘザー エンパイアメーカー ㈲稲原牧場 ㈲坂東牧場

112 12.51 牡 ファルブラヴ エクストラニュース エンドスウィープ ㈲大栄牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

114 12.60 ♀ アサクサキングス オトヒメ メジロライアン 藤本牧場㈲ ＹＴＴパートナーシップ

120 11.70 ♀ キングヘイロー ケージーハッピー ジェイドロバリー ㈲岩見牧場 岩見ステーブル

122 12.17 ♀ ベーカバド ウインプラチナム ゼンノエルシド 大迫　久美子 吉田ステーブル（ファンタストクラブ）

124 11.47 牡 ブラックタイド カルストンツバサ オジジアン 沖田　哲夫 ㈱セイクリットファーム

125 11.62 牡 アサクサキングス カシノヴィガ デヒア ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

127 12.19 牡 ロージズインメイ カネトシヴィゴーレ フレンチデピュティ ㈲コスモヴューファーム ㈲コスモヴューファーム

128 11.38 牡 フレンチデピュティ カフェショコラ Caerleon ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

129 12.13 牡 マヤノトップガン カモンマイハウス キャロルハウス ㈲中田牧場 田口トレーニングファーム

134 12.84 牡 サムライハート キシュウプリンセス ウォーニング ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

135 15.90 ♀ カネヒキリ キャットストリート クロフネ 渋谷　健作 スウィングフィールド牧場

137 12.01 牡 カネヒキリ カントリーバッハ ティンバーカントリー 若林　順一 ㈱セイクリットファーム

138 12.19 牡 ノボジャック クリーマックス ブライアンズタイム ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

140 13.92 ♀ スズカマンボ ゴールドフェスタ Medaglia d'Oro ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場

142 13.21 牡 ホワイトマズル ランバダビーン シニスターミニスター ㈲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

145 12.02 ♀ ヴァーミリアン オートマリア フジキセキ 石郷岡　雅樹 ㈲日高軽種馬共同育成公社

148 13.50 牡 エンパイアメーカー グラスレビン ブライアンズタイム ㈲山際セントラルスタッド ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

152 12.01 ♀ アグネスデジタル クロカミノマイ コマンダーインチーフ 沖田　哲夫 ㈱セイクリットファーム

157 11.52 ♀ プリサイスエンド ケージーレインボー ダンスインザダーク ㈲岩見牧場 岩見ステーブル

160 12.33 ♀ スウェプトオーヴァーボード コスモザガリア アグネスゴールド 八木　明広 藤平ステーブル

163 12.21 牡 カネヒキリ ゴーゴーサンデー キングカメハメハ ㈲高橋ファーム ㈲高橋ファーム

164 12.05 牡 カジノドライヴ コーラルチャイムズ サンデーサイレンス ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

166 12.60 ♀ ヴィクトワールピサ メーンテーブル ブライアンズタイム ㈲へいはた牧場 ＹＴＴパートナーシップ

167 12.16 ♀ メイショウボーラー ガーネットビコー フジキセキ 吉田　稔 吉田ステーブル（ファンタストクラブ）

169 12.32 ♀ ディープスカイ サンターナズソング サクラバクシンオー 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

170 12.70 ♀ サクラオリオン サクラヴィッキー ダンスインザダーク ㈲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

171 12.70 ♀ エーシンフォワード シルキーフレンド マーベラスサンデー 樋渡　志尚 サラブレッド・トレーニング・サービス

172 13.16 牡 サムライハート シャイントウショウ オペラハウス ㈲佐藤牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

180 12.48 牡 スマートボーイ サマーアフタヌーン ヘクタープロテクター ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場

184 16.42 牡 ステイゴールド チャンネルワン ポリッシュネイビー 渋谷　健作 スウィングフィールド牧場

185 11.52 ♀ スターリングローズ ディマー Caerleon ㈲ヤマダステーブル ㈲ヤマダステーブル

194 12.53 ♀ メイショウボーラー シルバーインゴット Silver Hawk ㈲須崎牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

198 11.91 牡 カジノドライヴ ステイウィズユー ステイゴールド ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

207 12.58 ♀ エンパイアメーカー セイントブルック Saint Ballado 森永　聡 ㈲日高軽種馬共同育成公社

213 12.12 牡 ヴリル タイキノワール グラスワンダー 山田　昇史 ㈱セイクリットファーム

219 11.78 牡 カネヒキリ タニノミラージュ エリシオ 小泉　学 ㈲大作ステーブル

221 12.44 ♀ サムライハート ターフティファニー サクラユタカオー 滝本　健二 吉田ステーブル（ファンタストクラブ）

224 16.42 ♀ サウスヴィグラス トップロンシャン ワカオライデン 渋谷　健作 スウィングフィールド牧場

227 12.51 牡 ファスリエフ セレクトレディ マンハッタンカフェ ㈲ヤマタケ牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

230 11.50 ♀ プリサイスエンド テフテフ ステイゴールド 八木　明広 藤平ステーブル

232 11.52 牡 ロッコウオロシ トロピカルタイム ブライアンズタイム ㈲ヤマダステーブル ㈲ヤマダステーブル

241 11.90 牡 ヴァーミリアン ナイキトライアンフ ボストンハーバー ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

242 11.83 牡 ベーカバド ナイスエンジェル ダンスインザダーク ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

244 11.90 ♀ ファスリエフ ナポレオンオオミネ ダンスインザダーク イワミ牧場 イワミ牧場

248 12.28 牡 エーシンフォワード ニシオノーブル サツカーボーイ 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

249 13.16 牡 ティンバーカントリー ノアライン バトルライン ㈲米田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

251 12.70 ♀ サムライハート バレンタインキッス ジェイドロバリー 荒木　貴宏 サラブレッド・トレーニング・サービス

255 15.90 牡 ドリームスプレッド ハピネスミユキ シンボリクリスエス 渋谷　健作 スウィングフィールド牧場

256 12.16 ♀ スターリングローズ ハルダル ゴールドアリュール 滝本　健二 吉田ステーブル（ファンタストクラブ）

260 11.82 牡 スウェプトオーヴァーボード フルーリー ジェイドロバリー 八木　明広 ㈲日高軽種馬共同育成公社

261 11.90 牡 ホワイトマズル ビコーガイア アドマイヤベガ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

268 13.35 牡 アドマイヤムーン ピースオブフリー ウォーニング ㈲豊郷牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

270 11.77 牡 ゴールドアリュール ビジューブリアン メジロマックイーン ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

273 12.40 牡 アドマイヤマックス プリンセスナイト アフリート 石郷岡　雅樹 ㈲日高軽種馬共同育成公社

275 12.25 牡 カンパニー ファンキートット フジキセキ 田口トレーニングファーム 田口トレーニングファーム

281 13.42 ♀ ネオユニヴァース フレンチリヴィエラ フレンチデピュティ ㈲グランド牧場 ㈲グランド牧場

283 12.40 牡 スウェプトオーヴァーボード フレンドリーレイズ フレンチデピュティ 石郷岡　雅樹 ㈲日高軽種馬共同育成公社


