
トレーニングセール　ＶＴＲ撮影時タイム（1F)

4月20日　BTC

No １Ｆ 性 父 母 母父 申込者名 飼養者名

8 12.97 牡 ナカヤマフェスタ ミスダイナクリス Dynaformer ㈲本桐牧場 本桐共同育成センター

38 11.33 ♀ オレハマッテルゼ ラブドリーム フォーティナイナー ㈲杵臼牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ

41 11.07 牡 オンファイア リバルドソナタ クロフネ トド岩高原銀河農場物語㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

45 11.02 牡 オンファイア リボンキッス エルコンドルパサー ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

50 13.37 牡 タニノギムレット レインボーシックス キンググローリアス ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム

62 11.65 牡 サムライハート ロッチイブ スキャン ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

71 11.02 ♀ アドマイヤマックス ワイルドリリー Wild Again ㈲大島牧場 ㈱愛知ステーブル

77 11.30 牡 ビービーガルダン アイランドダリア カーネギー トド岩高原銀河農場物語㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

80 11.24 ♀ オペラハウス アミューズ ウインマーベラス ㈲辻牧場 ㈲武田ステーブル

91 11.30 ♀ ステイゴールド アイマイミー Holy Bull ㈲二風谷ファーム ㈱愛知ステーブル

96 12.24 ♀ カネヒキリ ウイナーズベル ニホンピロウイナー ㈲杵臼牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ

102 10.88 牡 カジノドライヴ カウントオンミー バブルガムフェロー ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

108 12.24 牡 プリサイスエンド エルフガーランド フジキセキ ㈲三石軽種馬共同育成センター ㈲三石軽種馬共同育成センター

130 11.26 牡 ニューイングランド カズサヴァンベール チーフベアハート ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

132 10.88 牡 サムライハート キャラット フレンチデピュティ ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

139 10.87 ♀ スターリングローズ グロリアスドータ フレンチグローリー 坂牧場 ㈱愛知ステーブル

143 10.90 ♀ スタチューオブリバティ ローランシノワーズ トニービン ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム

150 11.08 ♀ ブラックタイド クランチーカ Caerleon 中村　雅明 ㈲グランデファーム

153 10.86 牡 マンハッタンカフェ グレイトグレイス グルームダンサー ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

161 12.08 ♀ エンパイアメーカー コンゴウアンゲルス カーネギー 土田　扶美子 ㈱愛知ステーブル

162 11.06 牡 ハイアーゲーム コフィーチャン シンボリクリスエス ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

174 11.24 牡 ジャイアントレッカー スズカセレナード アグネスタキオン ㈲辻牧場 ㈲武田ステーブル

181 12.04 ♀ オンファイア シンポリッシュ Dancing Spree ㈲杵臼牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ

183 11.37 牡 サムライハート コンチェルト ウォーエンブレム ㈱愛知ステーブル ㈱愛知ステーブル

197 11.22 ♀ クロフネ スズカモンスーン More Than Ready ㈲辻牧場 ㈲武田ステーブル

201 11.37 牡 ジャイアントレッカー スリーキセキ フジキセキ ㈲辻牧場 ㈱愛知ステーブル

204 12.31 牡 カンパニー ソウルディーバ アドマイヤベガ ㈲三石軽種馬共同育成センター ㈲三石軽種馬共同育成センター

208 13.36 ♀ ダイワメジャー セイウンバリュー タニノギムレット ㈲杵臼牧場 ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ

211 11.86 ♀ ブラックタイド ダイイチボタン ティンバーカントリー ㈱愛知ステーブル ㈱愛知ステーブル

218 12.14 ♀ タニノギムレット タスク Mr. Prospector 村上　欽哉 ㈲Ｎｏ．９ホーストレーニングメソド

225 11.38 ♀ ファスリエフ ネオカーニバル ネオユニヴァース ㈲大島牧場 ㈲グラストレーニングセンター

228 11.24 ♀ マンハッタンカフェ セルリアンブルー コマンダーインチーフ ㈲辻牧場 ㈲武田ステーブル

229 11.45 ♀ アドマイヤマックス ターキッシュブルー カリズマティック 高橋農場 ㈱愛知ステーブル

237 11.26 牡 ファルブラヴ パーフェクトブルー サンデーサイレンス ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

253 11.79 ♀ サクラプレジデント パインアキナ サクラバクシンオー ㈲グラストレーニングセンター ㈲グラストレーニングセンター

254 11.40 牡 キャプテントゥーレ バトルキクヒメ ホワイトマズル ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

257 12.11 ♀ オレハマッテルゼ パワフルリーフ ウイニングチケット ㈲丸幸小林牧場 天馬ステーブル

265 12.97 ♀ ファルブラヴ フローラルウインド アグネスタキオン ㈲本桐牧場 本桐共同育成センター

267 11.15 牡 ダンスインザダーク ヒシセーブル エルコンドルパサー 中村　雅明 ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

290 13.37 ♀ スズカフェニックス ホワイトクルーザー クロフネ ㈲宮内牧場 ㈲ディスティニーファーム


