
トレーニングセール　ＶＴＲ撮影時タイム（1F)

4月18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

3 12.58 牡 マツリダゴッホ マイネマスカレード ウォーニング 原　弘之 ㈲目名共同トレーニングセンター

6 11.88 牡 ホールウォーカー マルベリープレーン タップダンスシチー 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

16 11.78 牡 ヴァーミリアン メイショウフレスコ ダンシングブレーヴ ㈱リトルブルーファーム ㈱門別牧場

26 12.66 ♀ ロージズインメイ ユタカプリンセス サクラユタカオー ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

29 11.94 牡 ナカヤマフェスタ ライムライト アグネスタキオン ㈲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

43 12.43 ♀ エンパイアメーカー リュウメイ コロナドズクエスト ㈲笹川大晃牧場 クラックステーブル

51 12.00 ♀ アドマイヤムーン レインボーファスト レインボーアンバー ㈲千葉飯田牧場 ㈲千葉飯田牧場

53 11.97 ♀ ディープスカイ レッドグラス ブライアンズタイム ㈲ケイズ ㈲ケイズ

56 11.79 ♀ ナカヤマフェスタ レビューナカヤマ Mountain Cat ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

57 13.31 ♀ スウェプトオーヴァーボード ラブポエット Daylami ㈲豊郷牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

74 13.31 ♀ スクリーンヒーロー ヤマイチリノ グランデラ 安達　洋生 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

82 12.17 牡 ヴァーミリアン アレグリアス フォーティナイナー ㈲橋本牧場 ㈲橋本牧場

83 12.43 ♀ ゴールドヘイロー アールデコ タイキシャトル 坂本　智広 クラックステーブル

88 11.55 ♀ サウスヴィグラス ウインクパール トニービン 八木　明広 ㈱門別牧場

99 11.64 牡 ハーツクライ ウエストエスケープ Gone West ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

111 13.60 牡 スパイキュール エスケイチャーミイ マルゼンスキー ㈲ベルモントファーム クラックステーブル

113 11.77 ♀ ブラックタイド オシャレナカオリ ピルサドスキー 藤本ファーム ㈱セイクリットファーム

133 12.57 ♀ メイショウボーラー キタサンスズラン アルカセット ㈲カタオカステーブル ㈲カタオカステーブル

149 11.78 ♀ ジャングルポケット クラサヴィカ ワイルドラッシュ ㈲三浦牧場 ヤシ・レーシングランチ

151 12.00 ♀ ナカヤマフェスタ クリスティナリッチ オペラハウス ㈲千葉飯田牧場 ㈲千葉飯田牧場

155 11.79 ♀ カジノドライヴ グロリアスメモリー アドマイヤベガ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

168 12.50 ♀ ファスリエフ キタサンレター タニノギムレット ㈲カタオカステーブル ㈲カタオカステーブル

175 11.45 ♀ ワークフォース スコルピオンキッス フレンチデピュティ 石郷岡　雅樹 ㈱セイクリットファーム

177 11.31 牡 キンシャサノキセキ サイキョウレディー コマンダーインチーフ 幾千世牧場 ㈱門別牧場

188 11.42 牡 スペシャルウィーク スズランコマンダー スエヒロコマンダー 沖田　哲夫 ㈱セイクリットファーム

192 11.78 ♀ ファスリエフ シルキージュエル オペラハウス ㈱白井牧場 ㈱白井牧場

193 12.09 牡 ティンバーカントリー シャナイア コマンダーインチーフ 原　弘之 ㈲目名共同トレーニングセンター

199 14.10 ♀ コンデュイット シーディザーブス サンデーサイレンス 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

202 11.45 ♀ ロージズインメイ ストロングソレイユ ニホンピロウイナー ㈲五丸農場 ㈱セイクリットファーム

216 12.90 ♀ スクリーンヒーロー タイランツフェイム ブレイヴエストローマン ㈲キヨタケ牧場 サラブレッド・トレーニング・サービス

217 12.24 牡 ブライアンズタイム ダイワキャンディ ランズダーン ㈲橋本牧場 ㈲橋本牧場

243 12.58 牡 ロージズインメイ ナスノファイン マンハッタンカフェ 原　弘之 ㈲目名共同トレーニングセンター

246 11.77 ♀ ヴァーミリアン ナムララピス キングヘイロー 石郷岡　雅樹 ㈱セイクリットファーム

262 10.90 牡 スウェプトオーヴァーボード プラススキー マルゼンスキー ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

264 13.50 牡 サムライハート ベルモントエルメス ティンバーカントリー ㈲ベルモントファーム クラックステーブル

266 11.97 ♀ メイショウボーラー ヒカルカグヤヒメ ダンスインザダーク ㈲ケイズ ㈲ケイズ

279 11.72 牡 ブラックタキシード ブラックウィッチ ブラックホーク 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

282 11.24 牡 ブラックタイド プレンデトワール ブライアンズタイム ㈲法理牧場 ㈱門別牧場

287 14.10 ♀ スズカマンボ ホイレーク マチカネフクキタル 目黒牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター


