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1組目
上場番号 育成馬名 父 所属・性別 備考

1 ビューティコマンダの14 アルデバラン 日高 牡 新規限定 13.1 12.5

2 シャトルシャロンの14 ヨハネスブルグ 日高 牡 新規限定 14.9 13.6

15 ウルトラペガサスの14 ルーラーシップ 日高 牡 14.1 12.6

17 グレインラインの14 エンパイアメーカー 日高 牡 14.7 12.9

18 キングズラヴの14 サマーバード 日高 牡 12.8 12.9

19 ノーブルビューティの14 タイキシャトル 日高 牡 14.7 14.0

20 グラッドリーの14 サウスヴィグラス 日高 牡 15.3 14.8

21 エクボの14 トーセンホマレボシ 日高 牡 14.7 14.8

22 キャリコローズの14 パイロ 日高 牡 14.3 13.7

24 シルクアウローラの14 ケイムホーム 日高 牡 14.7 14.6

37 ウエスティンタイムの14 スズカマンボ 日高 牡 14.2 14.3

45 スターリースカイの14 ケイムホーム 日高 牡 15.5 14.3

46 コロナガールの14 バゴ 日高 牡 14.4 12.9

48 リスキーディールの14 シンボリクリスエス 日高 牡 12.2 11.9

65 ダームドゥラックの14 ロージズインメイ 日高 牡 15.5 14.2

66 サウンドアメニティの14 デュランダル 日高 牡 14.1 14.2

74 クィーンマーメイドの14 トビーズコーナー 日高 牡 13.8 13.7

75 ゴッドビラブドミーの14 デュランダル 日高 牡 13.4 13.0

タイム

2組目
上場番号 育成馬名 父 所属・性別 備考

40 シアトルブリッジの14 アドマイヤムーン 宮崎　牡 14.7 15.5

4 スノーボードロマンの14 バゴ 宮崎　牡 新規限定 16.9 15.7

62 エーシンブランディの14 ヴァーミリアン 宮崎　牡 15.8 14.4

13 フラワーパフュームの14 シンボリクリスエス 宮崎　牡 15.9 14.3

42 スイートピグレットの14 クロフネ 宮崎　牡 15.0 14.7

14 エレガントトークの14 マンハッタンカフェ 宮崎　牡 14.1 14.1

43 ハニーハントの14 カジノドライヴ 宮崎　牡 15.8 14.7

60 ブーティーの14 タニノギムレット 宮崎　牡 14.6 13.2

61 ラブシービルの14 サマーバード 宮崎　牡 14.7 14.0

41 ヴァルホーリングの14 ジャングルポケット 宮崎　牡 15.0 15.0

63 エイシンルンルンの14 ケイムホーム 宮崎　牡 14.5 13.8

タイム



 

 

 

 

 

 

 

3組目
上場番号 育成馬名 父 所属・性別 備考

5 フジティアスの14 バゴ 日高 めす 新規限定

6 バクシンスクリーンの14 アルデバラン 日高 めす 新規限定

7 オーブシュプレームの14 デュランダル 日高 めす 新規限定

12 ダノンスズランの14 ステイゴールド 日高 めす

25 クイックレスポンスの14 エンパイアメーカー 日高 めす

26 チューベローズの14 シニスターミニスター 日高 めす

32 ビクトワールイゾレの14 ヨハネスブルグ 日高 めす

33 ピュアゴシップの14 ハードスパン 日高 めす

34 ブイアスカの14 パイロ 日高 めす

36 アドマイヤエバートの14 クロフネ 日高 めす

49 ベラルーナの14 エンパイアメーカー 日高 めす

50 エブリシングの14 サマーバード 日高 めす

51 オルティスローザの14 アイルハヴアナザー 日高 めす

54 アンプリペアードの14 カネヒキリ 日高 めす

56 ペパーミントグラスの14 ショウナンカンプ 日高 めす

70 タイキティアラの14 メイショウボーラー 日高 めす

71 サンセットロードの14 ロージズインメイ 日高 めす

76 ミラキュラスの14 ヴァーミリアン 日高 めす

77 ナイキトライアンフの14 アルデバラン 日高 めす

78 コウヨウオラリアの14 プリサイスエンド 日高 めす

タイム

１本目のみ

速め調教実施せず

先頭のみ計測

17.1-16.6

4組目
上場番号 育成馬名 父 所属・性別 備考

29 シンコペーションの14 キャプテンスティーヴ 宮崎めす 14.3 13.5

8 フローラルホームの14 サマーバード 宮崎めす 新規限定 14.8 12.6

9 サニーサイドの14 ステイゴールド 宮崎めす 13.8 13.6

28 プルームリジェールの14 スマートファルコン 宮崎めす 15.4 13.3

30 マイネミニケリーの14 ニューイングランド 宮崎めす 14.6 13.7

31 テンシノキセキの14 エンパイアメーカー 宮崎めす 14.1 13.2

58 セイカシリアスの14 パイロ 宮崎めす 13.1 12.5

80 ロマンダムールの14 タートルボウル 宮崎めす 14.6 14.0

81 タイキノワールの14 ストーミングホーム 宮崎めす 13.3 13.4

タイム



 

5組目
上場番号 育成馬名 父 所属・性別 備考

16 ハートノイヤリングの14 アイルハヴアナザー 日高 牡 16.4 14.3

23 セレーサの14 ステイゴールド 日高 牡 17.1 13.7

39 テイエスサクランボの14 サウスヴィグラス 日高 牡 13.5 12.7

67 ハンプトンコートの14 バゴ 日高 牡 調教進度遅れ 18.4 17.6

68 トミケンソリッドの14 アンライバルド 日高 牡 13.5 12.5

72 ローズヘイローの14 プリサイスエンド 日高 牡 調教進度遅れ 17.5 17.4

73 クリスコンフリクトの14 ケイムホーム 日高 牡 15.8 14.0

欠 ノースフラッシュの14 メイショウボーラー 日高 牡 （北海道TS） 18.3 18.6

11 プロラタの14 ハーツクライ 日高めす 17.0 16.7

35 フェルガーナの14 サマーバード 日高めす 調教進度遅れ

52 ウインヴァネッサの14 バゴ 日高めす 16.7 14.0

53 イフリータの14 ケイムホーム 日高めす

55 タヒチアンメモリの14 フリオーソ 日高めす

57 フラワーロックの14 キングズベスト 日高めす 調教進度遅れ

69 ハローオンザヒルの14 ゼンノロブロイ 日高めす

タイム

１本目のみ

速め調教実施せず


