
2021年トレーニングセール　調教VTRタイム速報版　＃1

4/5（月）　浦河・BTC軽種馬育成調教場（砂厚９cm）　ダートコース　撮影分

セリ
番号

１Ｆ　time 性 父馬名 母馬名 母の父馬 販売申込者名 飼養者名

1 2 10.88 牡 リオンディーズ アルファメガハート by オペラハウス ㈲チェスナットファーム ㈲チェスナットファーム

2 41 10.83 ♀ ミュゼスルタン シェイキットオフ by マーベラスサンデー ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

3 45 11.01 ♀ エスポワールシチー シャンハイギャル by シャンハイ ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

4 51 10.82 牡 ラニ スイートガーデン by ブラックタイド ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

5 56 10.37 ♀ ルーラーシップ ソリッドリーズン by ジャングルポケット ㈲チェスナットファーム ㈲チェスナットファーム

6 57 11.74 牡 ドゥラメンテ セキサンキセキ by フジキセキ ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ

7 70 10.88 ♀ ドゥラメンテ ダンスフェイム by ファルブラヴ 新井昭二牧場 ㈲チェスナットファーム

8 77 11.52 ♀ ドゥラメンテ セラミックガール by ダイワメジャー ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

9 87 11.50 ♀ ドレフォン ピーチドラフト by サクラバクシンオー ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ ㈱山﨑ＳＴＡＢＬＥ

10 93 10.41 牡 ビッグアーサー ティノ by キンシャサノキセキ ㈲チェスナットファーム ㈲チェスナットファーム

11 106 11.03 ♀ モンテロッソ プリティガール by アドマイヤマックス ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

12 114 10.84 牡 タイムパラドックス マザーロード by フォーティナイナー ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

13 127 11.36 牡 ジャングルポケット ミフユ by ティンバーカントリー ㈲山口ステーブル ㈲山口ステーブル

14 134 10.74 ♀ スマートファルコン ラッキーバトル by バトルプラン ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム
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4/6（火）　浦河・BTC軽種馬育成調教場（砂厚９cm）　ダートコース　撮影分

セリ
番号

１Ｆ　time 性 父馬名 母馬名 母の父馬 販売申込者名 飼養者名

1 14 11.00 牡 キンシャサノキセキ ウディバードソング by Woodman ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

2 22 10.90 牡 コパノリッキー エーシンラクーン by ジャングルポケット 飯島　暁人 ㈲グランデファーム

3 26 11.04 ♀ サトノアラジン カカユウラク by バゴ ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

4 31 10.90 牡 プリサイスエンド キャロルロゼ by タイキシャトル ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

5 34 11.40 牡 サムライハート クラウンシンホニー by ファスリエフ 中脇　満 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム

6 52 11.54 牡 アイルハヴアナザー スイートストームクリーク by Storm Creek ㈲カナイシスタッド ㈲カナイシスタッド

7 54 11.20 ♀ バトルプラン スカイトラベラー by ディープインパクト ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

8 58 11.16 ♀ ディスクリートキャット センノメグミ by キングカメハメハ ㈱愛知ステーブル ㈱愛知ステーブル

9 59 11.30 牡 ダンカーク セントローレンス by ジャングルポケット 飯島　暁人 ㈲グランデファーム

10 63 10.83 ♀ アドマイヤムーン ディアナムラ by ザッツザプレンティ ㈲ディアレストクラブ ㈲ディアレストクラブイースト

11 67 10.97 牡 トビーズコーナー トップレディスター by サンデーサイレンス ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

12 68 11.15 牡 ラブリーデイ トーセンラピュタ by フジキセキ ルヴァンレーシング ㈱森本スティーブル

13 75 11.10 牡 アメリカンペイトリオット ニシノルーファス by 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

14 83 11.20 牡 マジェスティックウォリアー ティアップアーリー by ゴールドアリュール ㈲カナイシスタッド ㈲カナイシスタッド

15 84 10.79 牡 ヘニーハウンド デザイナー by スウィフトカレント 飯島　暁人 ㈲グランデファーム

16 95 11.08 ♀ フェノーメノ フィールドスピカ by パラダイスクリーク ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

17 96 11.52 ♀ トビーズコーナー ブライアンオークス by ブライアンズタイム 聖心台牧場㈲ ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

18 99 11.35 ♀ パイロ ブラウンテヌート by シンボリクリスエス ㈲カナイシスタッド ㈲カナイシスタッド

19 103 10.81 ♀ トゥザワールド ヘイハニー by Cherokee Run ㈲鮫川ファーム ㈲№9ホーストレーニングメソド

20 115 10.90 牡 ダンカーク フレッチャロッサ by アグネスデジタル ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

21 124 10.65 牡 ディスクリートキャット ムーンダスト by デュランダル ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム

22 129 11.40 ♀ アメリカンペイトリオット メロディライン by パイロ ライアン　祐子 ㈱ＰＹＲＡＭＩＤ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ

23 140 11.45 牡 マツリダゴッホ ユノマニッシュ by ホワイトマズル 中脇　満 ㈱ＭＡＸトレーニングファーム

24 141 11.19 ♀ エスポワールシチー ラメント by アドマイヤムーン ㈲グランデファーム ㈲グランデファーム
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4/8（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

セリ
番号

１Ｆ　time 性 父馬名 母馬名 母の父馬 販売申込者名 飼養者名

1 3 11.41 牝 バトルプラン アルクトゥルス by アドマイヤベガ 能登　浩 ㈲賀張宝寄山育成牧場

2 5 11.23 牡 シルバーステート アースウィンド by ディープスカイ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

3 6 11.85 牝 マクフィ アースビーガ by ゴールドアリュール 松山　増男 田口トレーニングファーム

4 10 11.48 牡 ミッキーアイル ウインパレード by アグネスデジタル ㈲北島牧場 エイトステーブル

5 16 11.32 牡 コパノリッキー エーシンミモザ by キングカメハメハ ㈲米田牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

6 19 11.47 牡 フェノーメノ エスターブレ by タニノギムレット ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

7 20 11.22 牡 サンカルロ エメラルドクイーン by トワイニング ㈲大作ステーブル ㈲大作ステーブル

8 23 11.70 牡 ザファクター エンジェルステップ by タートルボウル ㈲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

9 25 11.44 牝 ディスクリートキャット オデッタ by キングカメハメハ ㈲三浦牧場 ㈲賀張宝寄山育成牧場

10 28 11.17 牝 モーリス カシマフラワー by ヘクタープロテクター ㈲北島牧場 エイトステーブル

11 29 11.60 牡 アジアエクスプレス カリス by シンボリクリスエス 坂牧場 三橋ステーブル

12 30 11.45 牡 クリエイターⅡ ガールズライン by ヴァーミリアン ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

13 32 11.48 牡 ダノンレジェンド オープンエア by ディープスカイ ㈲米田牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

14 35 11.53 牡 ノヴェリスト クラシックセーラ by キングカメハメハ 坂戸牧場 Ｉｋｕｃｈｉｓｅ　Ｓｔｕｄ

15 38 11.34 牡 パイロ ザリーン by メイショウオウドウ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

16 44 11.71 牡 アッミラーレ シュガークラフト by ペンタイア 松山　増男 田口トレーニングファーム

17 46 11.80 牝 ダイワメジャー シンプリーディヴァイン by Grand Slam スマートホーム㈱ ㈲大作ステーブル

18 47 11.34 牡 トゥザグローリー ジョウテングレイス by シーキングザダイヤ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

19 48 11.56 牡 ダンカーク キャトルセゾン by サンデーサイレンス ㈲千代田牧場 ㈲千代田牧場

20 49 11.66 牡 ヘニーヒューズ キョウエイカプリス by ゴールドアリュール モリナガファーム 三橋ステーブル

21 50 11.44 牡 ストロングリターン キッスオブドラゴン by クロフネ ㈲米田牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

22 60 11.91 牡 ビッグアーサー ソラトウミノアオ by ベーカバド （株）門別牧場 （株）門別牧場

23 64 11.46 牡 エピファネイア デコトウショウ by サクラバクシンオー ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

24 65 11.34 牡 ダノンレジェンド ティティテア by バブルガムフェロー ㈲米田牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

25 71 11.66 牡 ゼンノロブロイ パッションエレナ by ディープスカイ 沖田　哲夫 アリドメトレーニングファーム

26 76 13.39 牝 ラニ ノヴェンバースカイ by ディープスカイ 前川　義則 Ｍ　ＳＴＡＢＬＥ

27 79 11.80 牝 エスケンデレヤ パリスブルー by ゼンノロブロイ スマートホーム㈱ ㈲大作ステーブル

28 80 11.91 牡 クリエイターⅡ パピチャン by ウインラディウス ㈱リトルブルーファーム ㈱門別牧場

29 85 11.23 牡 トゥザワールド ヒラボクガール by タニノギムレット ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

30 86 12.94 牡 ルーラーシップ ハルノサキガケ by ゼンノロブロイ ㈲米田牧場 Ｇａｔｅｓ　Ｓｔａｂｌｅ

31 97 11.45 牡 ウインバリアシオン ペプチドモアー by サクラローレル ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

32 102 11.87 牝 エスケンデレヤ ハートマイハート by キングカメハメハ スマートホーム㈱ ㈲大作ステーブル

33 113 11.08 牡 ジョーカプチーノ マサカーネ by トワイニング ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

34 117 11.68 牡 ケープブランコ プリーズドスマイル by ディープインパクト 沖田　哲夫 アリドメトレーニングファーム

35 123 11.62 牡 ルーラーシップ マダムウルル by ハーツクライ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

36 133 11.53 牝 トビーズコーナー レジャンドドレ by ステイゴールド 宝寄山　拓樹 ㈲賀張宝寄山育成牧場

37 138 11.00 牡 カレンブラックヒル モアスマイル by ホワイトマズル ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

38 139 12.42 牡 ハービンジャー ヤマトダイアンサス by ゼンノロブロイ ㈱門別山際牧場 ㈲グリーンマイルトレーニングセンター

39 143 11.55 牡 ドゥラメンテ レッドシャンデル by ネオユニヴァース ヴェルサイユファーム㈱ ㈱ケイズ

40 144 11.31 牝 ディスクリートキャット レディハニー by ワイルドラッシュ 宝寄山　拓樹 ㈲賀張宝寄山育成牧場

41 146 11.85 牡 トーセンラー ロマンスアンダルザ by Barathea 松山　増男 田口トレーニングファーム
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4/9（金）　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

セリ
番号

１Ｆ　time 性 毛色 父馬名 母馬名 母の父馬 販売申込者名 飼養者名

1 1 11.73 牝 青鹿 エピファネイア アドマイヤジュノー by ゼンノロブロイ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

2 4 12.36 牡 鹿 ストロングリターン アーキタイプ by ディープインパクト ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

3 8 12.24 牡 鹿 スピルバーグ ヴイプラド by El Prado 岡田スタッド 岡田スタッド

4 11 11.96 牝 芦 ダンカーク ウェザビー by ディープブリランテ 大栗　芳一 アリドメトレーニングファーム

5 13 12.34 牝 黒鹿 ドゥラメンテ ウィローパドック by クロフネ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

6 15 11.48 牡 黒鹿 パイロ ウマヒトスジ by Tale of the Cat 村上　進治 クラックステーブル

7 17 11.57 牡 鹿 エイシンフラッシュ エイシントパーズ by アドマイヤムーン 宝寄山　拓樹 ㈲賀張宝寄山育成牧場

8 18 11.61 牝 鹿 クリエイターⅡ エイシンボン by ハーツクライ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

9 21 12.30 牝 芦 エイシンヒカリ エイシンルーシー by クロフネ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

10 24 11.61 牝 鹿 ルーラーシップ エンドレストライ by ゼンノロブロイ ㈱アスラン ㈱門別牧場

11 33 11.46 牝 鹿 ディスクリートキャット クールビューティー by キングズベスト ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

12 36 12.05 牡 青鹿 ロージズインメイ グロリアスメモリー by アドマイヤベガ ㈲クリアファーム クラックステーブル

13 37 11.51 牡 鹿 フリオーソ キニナルーイ by シニスターミニスター 宝寄山　拓樹 ㈲賀張宝寄山育成牧場

14 39 11.54 牡 鹿 モーリス サクセスゴーランド by サクラバクシンオー ㈲吉田ファーム パッショーネ

15 40 12.73 牝 黒鹿 ホッコータルマエ グッドレインボー by ステイゴールド ㈲ヤマダステーブル ㈲ヤマダステーブル

16 43 12.11 牝 黒鹿 アメリカンペイトリオット シャドウマスク by ハーツクライ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

17 53 11.82 牡 黒鹿 ルーラーシップ スパイクラベンダー by Henrythenavigator ㈲佐藤牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

18 55 11.35 牝 鹿 ワールドエース スケッチーヴュー by ホワイトマズル ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

19 61 12.66 牝 鹿 アジアエクスプレス ジュヴィ by ハーツクライ ㈲ヤマダステーブル ㈲ヤマダステーブル

20 62 11.47 牡 鹿 アメリカンペイトリオット ダイアゴネル by Darshaan ㈲出口牧場 ㈲賀張宝寄山育成牧場

21 66 13.27 牝 青鹿 ウインバリアシオン トキメキユキチャン by ブライアンズタイム ㈲ベルモントファーム クラックステーブル

22 72 11.65 牡 黒鹿 フェノーメノ ニュートロンスター by シンボリクリスエス ㈱ポーション ㈲日高軽種馬共同育成公社

23 74 11.39 牝 鹿 モンテロッソ ネモフィラハピネス by パイロ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

24 78 12.24 牡 黒鹿 トーセンラー パリージョ by タイキシャトル 岡田スタッド 岡田スタッド

25 81 11.48 牝 鹿 ミッキーアイル バンドゥーラ by スクリーンヒーロー ㈲山際セントラルスタッド ㈲日高軽種馬共同育成公社

26 82 12.06 牝 栗 ワールドエース パレストウショウ by ホワイトマズル ㈱セイクリットファーム ㈱セイクリットファーム

27 88 12.40 牝 鹿 トランセンド ピクニックランチ by キングズベスト ㈱アフリートファーム クラックステーブル

28 89 11.92 牝 青鹿 シルバーステート ビスカヤ by コマンダーインチーフ 佐藤　良男 アリドメトレーニングファーム

29 90 11.46 牝 鹿 パイロ ヒカルマイハート by フジキセキ ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

30 91 11.62 牡 栗 トゥザワールド ヒカリヴィグラス by サウスヴィグラス ㈲ヒカル牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

31 94 12.84 牝 鹿 キズナ プラチナテーラー by ジャングルポケット 岡田スタッド 岡田スタッド

32 100 12.40 牝 黒鹿 ラブリーデイ ファミッリア by Holy Bull ㈲ベルモントファーム クラックステーブル

33 105 12.29 牡 鹿 ディーマジェスティ ビッグテンビー by テンビー ㈲村田牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

34 107 12.67 牝 鹿 マツリダゴッホ フレイヤ by ショウナンカンプ 岡田スタッド 岡田スタッド

35 108 12.43 牡 栗 ディープブリランテ プレシャスライン by キングカメハメハ ㈲下河辺牧場 ㈲下河辺牧場

36 109 11.44 牡 栗 フリオーソ フローズン by ハードスパン 宝寄山　拓樹 ㈲賀張宝寄山育成牧場

37 112 11.98 牝 栗 ジャスタウェイ マジックポーションⅡ by Danehill Dancer ㈱セイクリットファーム ㈱セイクリットファーム

38 116 11.87 牡 黒鹿 レッドスパーダ ブルーハピネス by エイシンサンディ ㈲細川牧場 ㈲日高軽種馬共同育成公社

39 120 12.63 牡 鹿 ビッグアーサー ベストファッション by ダンスインザダーク ㈲ヤマダステーブル ㈲ヤマダステーブル

40 121 13.41 牡 黒鹿 バゴ ベルベールダンス by ステイゴールド ㈲ベルモントファーム クラックステーブル

41 122 12.52 牡 鹿 トーセンラー ホリデイトウショウ by タイキシャトル 岡田スタッド 岡田スタッド

42 125 11.81 牡 鹿 イスラボニータ ミメティコ by Monsun ㈱セイクリットファーム ㈱セイクリットファーム

43 128 12.05 牝 鹿 シンボリクリスエス マコトエンエン by サンデーサイレンス ㈱門別牧場 ㈱門別牧場

44 131 12.66 牡 栗 ヴィクトワールピサ ミュージカルⅡ by In The Wings ＷＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ㈱ ㈲ヤマダステーブル

45 135 12.05 牝 黒鹿 アドマイヤムーン メジロアリエル by サクラバクシンオー ㈲ベルモントファーム クラックステーブル

46 136 12.15 牡 鹿 トーセンラー メドゥーサ by メイショウサムソン ㈱セイクリットファーム ㈱セイクリットファーム

47 142 11.73 牝 鹿 ルーラーシップ ルナリア by ネオユニヴァース ㈱門別牧場 ㈱門別牧場
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