
 
 2012JRAブリーズアップセール調教DVDタイム表

上場
番号

馬　　名 性 父
（☆は新種牡馬）

育成場 2F - 1F
2F

合計
特記事項

（下記参照）

1 ムカラファの10 牡 ☆ アルデバラン 日高 13.4 - 13.8 27.2 

2 ペイミーキャッシュの10 牡 ケイムホーム 日高 14.9 - 15.0 29.9 

3 ダンシングサクセスの10 牡 アグネスタキオン 日高 15.6 - 15.4 31.0 

4 フィエスタの10 牡 バゴ 日高 14.4 - 14.8 29.2 

5 レディインディの10 めす ダイワメジャー 日高 14.4 - 13.3 27.7 

6 ステファニーズホープの10 めす マンハッタンカフェ 日高 14.4 - 13.3 27.7 

7 コメンデーションの10 めす キングカメハメハ 日高 15.2 - 16.1 31.3 

8 デヴォアの10 めす ハーツクライ 宮崎 15.9 - 15.3 31.2 

9 フェアリーステップの10 めす ネオユニヴァース 宮崎 15.9 - 15.3 31.2 

10 スリリングヴィクトリーの10 めす ダイワメジャー 宮崎 軽め調教 病気からの立ち上げ中

11 ベラミロードの10 めす アドマイヤムーン 日高 13.8 - 14.0 27.8 

12 オテンバコマチの10 めす ケイムホーム 日高 14.4 - 14.2 28.6 

13 アリゲーターアリーの10 めす シンボリクリスエス 日高 14.7 - 14.9 29.6 

14 メガクライトの10 牡 ☆ アルデバラン 日高 13.9 - 13.5 27.4 

15 ラストランナーの10 牡 スペシャルウィーク 日高 15.4 - 15.4 30.8 

16 ニシノアリスの10 牡 ステイゴールド 日高 14.6 - 14.5 29.1 

17 ロマンスビコーの10 牡 シンボリクリスエス 宮崎 17.9 - 16.5 34.4 

18 エムケイミラクルの10 牡 ケイムホーム 宮崎 20.3 - 19.2 39.5 病気からの立ち上げ中

19 フジコウゴールドの10 牡 アドマイヤジャパン 宮崎 17.9 - 16.5 34.4 

20 ステファノティスの10 牡 ファンタスティックライト 宮崎 軽め調教 病気からの立ち上げ中

21 イシノクイルの10 牡 アルカセット 日高 15.2 - 15.4 30.6 

22 オンワードテティスの10 牡 ☆ アルデバラン 日高 14.9 - 15.0 29.9 

23 ワンモアベイビーの10 牡 ケイムホーム 日高 16.0 - 16.2 32.2 

24 キセキスティールの10 牡 ケイムホーム 日高 15.2 - 15.4 30.6 

25 フジティアスの10 牡 ケイムホーム 日高 13.4 - 13.8 27.2 

26 ユメノセテアラムの10 牡 ケイムホーム 日高 14.9 - 15.2 30.1 

27 フレンドリータッチの10 めす ケイムホーム 日高 15.7 - 17.4 33.1 

28 シャトルシャロンの10 めす ケイムホーム 日高 13.7 - 14.1 27.8 

29 カミモリローマンの10 めす スウェプトオーヴァーボード 日高 ※撮影なし（病気からの立ち上げ中）

30 シルクアムールの10 めす ☆ アルデバラン 日高 15.0 - 14.8 29.8 

31 ナイキトライアンフの10 めす ☆ ブラックタイド 日高 14.3 - 13.9 28.2 

32 ステンレスダンサーの10 めす ダンスインザダーク 日高 14.3 - 14.1 28.4 

33 エヴァソーマッチの10 めす フジキセキ 宮崎 17.7 - 17.6 35.3 

34 トリリウムの10 めす シンボリクリスエス 宮崎 15.2 - 15.1 30.3 

35 ワイルドピンクの10 めす シニスターミニスター 宮崎 ※撮影なし（病気からの立ち上げ中）

36 ジェニーソングの10 めす ダンスインザダーク 日高 16.8 - 16.9 33.7 病気からの立ち上げ中

37 シェリーバレンシアの10 めす マンハッタンカフェ 日高 16.8 - 16.9 33.7 病気からの立ち上げ中

38 アポロヘルムの10 めす タイキシャトル 日高 16.0 - 16.3 32.3 

39 ビューティサツキの10 牡 ☆ ジャイアントレッカー 宮崎 17.5 - 16.7 34.2 

40 カクテルの10 牡 ☆ アルデバラン 宮崎 16.3 - 15.6 31.9 

は、新規限定セッション対象馬です。詳しくはセリ名簿をご覧ください。
は、新規限定セッション対象馬になることがあります。詳しくはセリ名簿をご覧ください。

※撮影を行うことが出来なかった上場馬については、セール当日、騎乗供覧を行う予定です。
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上場
番号

馬　　名 性 父
（☆は新種牡馬）

育成場 2F - 1F
2F

合計

41 フェリストウショウの10 牡 フォーティナイナーズサン 日高 15.9 - 16.4 32.3 

42 ヒカルヤマトの10 牡 アドマイヤジャパン 日高 14.9 - 15.2 30.1 

43 テールトゥノーズの10 牡 キングカメハメハ 日高 15.9 - 16.4 32.3 

44 アトミックカフェの10 牡 キャプテンスティーヴ 日高 ※常歩のみ・坂路影像なし（病気からの立ち上げ中）

45 マイドリームランの10 牡 ファンタスティックライト 日高 14.4 - 14.8 29.2 

46 サマーヴォヤージュの10 牡 ネオユニヴァース 日高 14.6 - 14.5 29.1 

47 ガクエングレイスの10 牡 ☆ チチカステナンゴ 日高 16.0 - 16.2 32.2 

48 イブキサーマディの10 牡 ファンタスティックライト 日高 14.3 - 15.3 29.6 

49 レジェルマンの10 牡 バブルガムフェロー 宮崎 15.1 - 14.4 29.5 

50 ズーナクアの10 牡 ダイワメジャー 宮崎 15.1 - 14.4 29.5 

51 フラワーサークルの10 めす ☆ アルデバラン 日高 16.0 - 16.3 32.3 

52 フジノバイオレットの10 めす ケイムホーム 日高 15.6 - 15.8 31.4 

53 シルキークラフトの10 めす ケイムホーム 宮崎 15.2 - 15.1 30.3 

54 ヘバラーの10 めす ☆ アルデバラン 宮崎 16.1 - 15.6 31.7 

55 フラワーブリーズの10 めす ☆ ブラックタイド 宮崎 軽め調教 病気からの立ち上げ中

56 スギノセンヒメの10 めす アグネスデジタル 日高 15.6 - 15.8 31.4 

57 オートサンデーの10 めす シンボリクリスエス 日高 13.8 - 13.9 27.7 

58 アポロサミットの10 めす ブラックホーク 日高 17.6 - 17.3 34.9 病気からの立ち上げ中

59 スルーパスの10 めす サウスヴィグラス 日高 15.2 - 16.1 31.3 

60 エンキャンタドゥの10 めす ネオユニヴァース 日高 15.7 - 17.4 33.1 

61 セトモモチャンの10 めす ☆ アルデバラン 日高 14.7 - 14.9 29.6 

62 フリクションの10 めす シンボリクリスエス 日高 12.7 - 12.9 25.6 

63 セーフアズロックの10 牡 ☆ アルデバラン 日高 15.6 - 15.4 31.0 

64 キタサンバースデーの10 牡 ステイゴールド 日高 13.9 - 13.5 27.4 

65 グレイスフルハートの10 牡 ティンバーカントリー 日高 15.6 - 15.4 31.0 

66 メイショウヤエガキの10 牡 ハーツクライ 日高 20.7 - 17.4 38.1 調整のため

67 ダイコーダンスインの10 牡 リンカーン 日高 14.3 - 15.3 29.6 

68 インカルネの10 牡 アルカセット 宮崎 14.6 - 14.2 28.8 

69 ジョンコの10 牡 ☆ チチカステナンゴ 宮崎 18.6 - 18.4 37.0 調整のため

70 シャバダバダの10 牡 ☆ ブラックタイド 宮崎 14.6 - 14.2 28.8 

71 トゥインクルタイムの10 牡 バゴ 宮崎 20.3 - 19.2 39.5 病気からの立ち上げ中

72 フィールザミリオンの10 牡 ☆ アルデバラン 日高 ※撮影なし（病気からの立ち上げ中）

73 スティルシャインの10 牡 タイキシャトル 日高 15.6 - 15.4 31.0 

74 ヒットザボードの10 めす ネオユニヴァース 日高 14.3 - 14.1 28.4 

75 ホットマイハートの10 めす アドマイヤジャパン 日高 13.8 - 13.9 27.7 

76 チアズスワローの10 めす スウェプトオーヴァーボード 日高 15.0 - 14.8 29.8 

77 ブライアンズソノの10 めす ケイムホーム 日高 17.6 - 17.3 34.9 病気からの立ち上げ中

78 シャカラカベイビーの10 めす オレハマッテルゼ 日高 ※常歩のみ・坂路影像なし（病気からの立ち上げ中）

79 ピアソラの10 めす マンハッタンカフェ 宮崎 17.7 - 17.6 35.3 

80 クイーンズバンダムの10 めす ザール 宮崎 16.1 - 15.6 31.7 

81 チェロキーステージの10 めす ケイムホーム 日高 ※撮影なし（病気からの立ち上げ中）

82 グランドアメリフローラの10 めす マンハッタンカフェ 日高 ※常歩のみ・坂路影像なし（病気からの立ち上げ中）

83 メジロマルチネスの10 めす デュランダル 日高 ※撮影なし（病気からの立ち上げ中）

84 アピューリアの10 めす タイキシャトル 日高 ※常歩のみ・坂路影像なし（病気からの立ち上げ中）

85 シルクアンフィニの10 めす マイネルラヴ 宮崎 欠場

※撮影を行うことが出来なかった上場馬については、セール当日、騎乗供覧を行う予定です。


