
２０２２年トレーニングセール　調教VTRタイム速報版　＃４

４/２１（木）　新冠・日高軽種馬共同育成公社（砂厚 １０cm・勾配 ２％）　ダートコース 　撮影分
上場
番号

１Ｆ
タイム

性 毛色 父馬名 母馬名 母の父 販売申込者名 飼養者名

6 11.2 牡 鹿 ダノンレジェンド パープルベンテン by ジェイドロバリー ㈲米田牧場 Gates Stable

9 12.2 ♀ 芦 ラニ ピッチニーニ by ホワイトマズル 小林　和幸 ㈲三石軽種馬共同育成センター

10 11.4 牡 鹿 ドレフォン ビップチャチャチャ by ディープブリランテ ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

15 11.6 牡 鹿 ホッコータルマエ プレイフォーユー by ハーツクライ ㈲須崎牧場 岩見ステーブル

17 11.6 牡 鹿 ジャスタウェイ ペルセンプレ by Kingmambo ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

20 12.6 ♀ 鹿 スピルバーグ ボルジアクイーン by ナカヤマフェスタ ㈲石田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

24 11.5 ♀ 栗 スピルバーグ ミルククラウン by Mr. Greeley ㈱ＦＥＡＴ クラックステーブル

26 11.0 牡 鹿 スマートファルコン モアスマイル by ホワイトマズル ㈲千代田牧場 ㈱門別牧場

27 11.5 ♀ 栗 グランプリボス ファーマジェンヌ by プリサイスエンド ㈱レジェンドファーム ㈲大作ステーブル

28 11.4 牡 鹿 ミッキーロケット ブーティー by フジキセキ ㈲米田牧場 Gates Stable

31 11.8 ♀ 青鹿 リオンディーズ レジェ by ステイゴールド レースホース牧場㈱ ㈲三石軽種馬共同育成センター

33 12.7 ♀ 黒鹿 リオンディーズ リンネ by ワイルドラッシュ ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

37 11.8 ♀ 鹿 サトノクラウン フェアチャイルド by エンパイアメーカー ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

38 12.1 ♀ 鹿 シルバーステート ペルレストラーダ by アルデバラン２ ㈲須崎牧場 岩見ステーブル

42 12.2 牡 黒鹿 ビーチパトロール レイニータ by アグネスデジタル ㈱ＦＥＡＴ クラックステーブル

46 12.6 ♀ 鹿 サトノクラウン レッドシェダル by ジャングルポケット ㈲ファーミングヤナキタ ㈲日高軽種馬共同育成公社

50 12.0 牡 鹿 ストロングリターン ワンオブクインズ by ソングオブウインド ㈲ヤマダステーブル ㈲ヤマダステーブル

56 11.6 牡 黒鹿 シニスターミニスター アリノマンボ by オレハマッテルゼ 聖心台牧場㈲ ㈱エイトステーブル

58 12.4 ♀ 黒鹿 ビーチパトロール アルテミシア by クロフネ 岡田スタッド 岡田スタッド

63 11.4 ♀ 鹿 グレーターロンドン レッドボナンザ by キングカメハメハ ㈲坂東牧場 ㈲坂東牧場

64 12.7 ♀ 鹿 ジャスタウェイ ロンドンシーズン by ロードカナロア ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

65 11.3 ♀ 鹿 リアルスティール アンプレヴー by トワイニング ㈱アースファーム Ikuchise Stud

66 12.0 牡 鹿 ミッキーアイル アートラヴァー by ダイワメジャー ㈱アスラン ㈱門別牧場

67 12.0 ♀ 栗 ゴールドアクター ウォーターウェイ by コンデュイット 小林　和幸 ㈲三石軽種馬共同育成センター

69 11.6 ♀ 鹿 メイショウボーラー ヴィヴィアナ by ディープスカイ ㈲ヒカル牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

75 11.4 牡 芦 ダンカーク シャンパントパーズ by ワイルドラッシュ ㈲千代田牧場 ㈱門別牧場

80 17.1 ♀ 栗 スピルバーグ アンローランサン by フサイチコンコルド 岡田スタッド 岡田スタッド

83 11.7 ♀ 鹿 ノヴェリスト エレガントテソーロ by ハーツクライ レースホース牧場㈱ ㈲三石軽種馬共同育成センター

85 12.1 牡 鹿 デクラレーションオブウォー レッドステラーノ by アグネスタキオン ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

89 12.2 牡 黒鹿 サトノクラウン キャントセイワーズ by アフリート ㈲米田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社
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上場
番号

１Ｆ
タイム

性 毛色 父馬名 母馬名 母の父 販売申込者名 飼養者名

90 11.1 牡 鹿 ビッグアーサー キャンベルイモン by バブルガムフェロー 坂牧場 三橋ステーブル

95 11.9 牡 芦 ラニ キクノレヨン by エンパイアメーカー ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

96 11.4 牡 鹿 コパノリッキー キープザサミット by チチカステナンゴ ㈱ＦＥＡＴ クラックステーブル

101 12.0 牡 鹿 リーチザクラウン シナノカラー by アグネスデジタル ㈱アスラン ㈱門別牧場

102 11.8 ♀ 青鹿 カレンブラックヒル クィーンオブシバ by ファスリエフ ㈲須崎牧場 岩見ステーブル

105 12.0 牡 鹿 ヴィクトワールピサ オープンマインド by ロードカナロア WINNOVATION㈱ ㈲ヤマダステーブル

107 12.2 牡 黒鹿 ドレフォン コウヨウマリア by ダンスインザダーク ㈲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

112 11.8 ♀ 鹿 キタサンブラック ジムジャム by Frankel ㈲畠山牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

114 11.6 牡 鹿 ワールドエース ティティテア by バブルガムフェロー ㈲米田牧場 Gates Stable

121 11.8 牡 鹿 ビッグアーサー スパイスシャワー by フジキセキ オークツリーファーム ㈱エイトステーブル

133 11.9 牡 黒鹿 フェノーメノ トレノブレーヴィ by アグネスデジタル ㈱ＦＥＡＴ クラックステーブル

134 11.5 牡 鹿 サトノクラウン トウカイネオ by ハービンジャー ㈲米田牧場 Gates Stable

136 12.2 牡 青鹿 フェノーメノ トキノナイス by チアズブライトリー ㈲ファーミングヤナキタ ㈲日高軽種馬共同育成公社

137 11.1 牡 芦 マインドユアビスケッツ トップオブザヒル by フレンチデピュティ ㈲千代田牧場 ㈱門別牧場

139 11.1 ♀ 鹿 ドレフォン ナイスクオリア by キングカメハメハ ㈲山際セントラルスタッド ㈱エイトステーブル

140 12.3 牡 鹿 ヴァンセンヌ ニシノエクレール by エイシンフラッシュ ㈱アースファーム Ikuchise Stud

141 11.6 牡 鹿 シルバーステート ネーラペルレ by キングカメハメハ ㈲須崎牧場 岩見ステーブル

142 11.6 ♀ 鹿 モンテロッソ ネオザスティング by タニノギムレット ㈱ＦＥＡＴ クラックステーブル
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