
平成31年度　乗用馬登録名簿

地区 乗馬クラブ名 登録番号 馬名 性別 毛色 品種 生年月日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 01-15-678 黒豆(ｷﾖﾗｶｴﾙｿ) せん 黒鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1996年4月12日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 03-15-790 パウダースノー せん 芦毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1999年5月13日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 04-15-670 楓 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ系種 2000年4月13日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 05-15-639 スモールジョイナー せん 駁栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 1996年4月1日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 07-15-546 一休 せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年2月18日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 12-15-515 アダモちゃん せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月16日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 12-15-516 たんぺ せん 鹿駁毛 ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽ種 2005年1月1日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 12-15-517 くろごま せん 青駁毛 ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽ種 2005年5月8日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 12-15-518 オレオ せん 青駁毛 ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽ種 2007年1月1日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 13-15-469 福 せん 栗毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 2005年3月24日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 13-15-472 トリニダード せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月20日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 13-15-473 アーユルヴェーダ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月3日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 14-15-525 アイソトープ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月8日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 14-15-527 スカイフォレスト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年1月27日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 14-15-528 キュールエキュール 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年1月18日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 14-15-529 ベストオブベスト せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年1月29日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 14-15-531 キュールエココ 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年1月19日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 15-15-548 ハートシューター せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年2月19日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 15-15-549 ヴォイスメール せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月24日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 15-15-550 マリアンデール せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年2月18日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 15-15-553 パフォームワンダー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年2月6日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 16-15-439 リグヴェーダ 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年1月26日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 16-15-441 サンディフック せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月25日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 17-15-459 カジノプレイヤー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月14日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 18-15-435 ラブラドライト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月15日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 18-15-436 キュールエラピス せん 芦毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2011年3月5日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 18-15-437 ポルナーダ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月13日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 19-15-471 ティーズクラッチ 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年3月2日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 19-15-472 シンゼンピース 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年4月15日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 942436 ハッピー せん 栗毛 半血種 1986年6月1日

中国 （株）大山乗馬ｸﾗﾌﾞ　大山乗馬ｾﾝﾀｰ 980677 グリーンホーマ せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1995年4月16日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 04-15-671 アスナロ せん 栗毛 ｱﾗﾌﾞ種 1994年1月1日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 04-15-672 サムライロック せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1997年5月29日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 05-15-645 カクテルドレス 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月18日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 05-17-712 ティファニー 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年4月6日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 06-15-622 ベッカム せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年3月18日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 06-17-679 はる(ｶﾞﾁｬﾋﾟﾝ) せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2000年3月20日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 07-09-346 マイネルマクロス（ﾏｸﾛｽ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年3月25日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 08-15-647 ブラックパール せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年5月16日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 09-12-506 スズカブラック（ｱﾙﾃﾞｨﾉﾜｰﾙ） せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月31日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 10-15-527 アプロバリエンテ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月10日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 10-15-533 トロン せん 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2005年1月1日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 10-15-536 わだくん（ｻﾝｴﾑﾜﾀﾞｯﾁ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月13日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 12-15-523 大翔（ｸﾞﾗﾅﾀﾞ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年2月28日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 13-15-480 ハンサムアイ せん 栗毛 日本乗系種 2009年3月25日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 13-15-481 ヒヨドリゴエ 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月3日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 13-18-579 ツルマルノホシ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年6月18日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 14-08-307 フリーデンスドリーム せん 芦毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 2005年3月28日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 14-15-532 ユリアン 牝 鹿毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 1999年4月30日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 14-15-533 フサイチレオン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年2月6日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 14-15-536 スプリームアヘッド せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月3日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 15-15-556 タマ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月10日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 15-15-557 アキノモーグル せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月25日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 15-15-560 マジェスティシップ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月9日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 16-15-442 ディーズリアン 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月15日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 16-15-443 マイスター せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月5日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 16-15-444 スターオブローマン 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年1月24日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 16-15-445 カレンスフィーダ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月19日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 16-15-446 シンジナイト 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月1日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 16-15-447 ワイドバレンティア せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月5日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 17-14-439 ジャコバン（ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年5月4日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 17-15-463 タイセイバスター せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月4日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 17-15-464 マウイノカオイ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月5日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 17-15-466 クロイツェル せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月12日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 17-15-467 ケイティ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年5月3日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 18-12-296 ファビラス 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月11日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 18-12-324 ナリタバード せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月28日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 18-15-440 ロジポケット せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月2日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 18-15-441 スマートリバティー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月16日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 18-15-442 ゲットグローリー せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月13日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 18-15-443 ダイレクトトリガー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月18日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 19-15-473 ビコーピリラニ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年2月21日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 19-15-474 マジックベル 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月16日



地区 乗馬クラブ名 登録番号 馬名 性別 毛色 品種 生年月日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 19-15-475 カイル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年4月24日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 19-15-476 ミラクルプリンス せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年5月13日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 19-15-477 クリボー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月5日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 19-15-478 グランエルブ 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月12日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 19-15-479 シグナルコール せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年5月11日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 942477 ヴィーナス せん 駁栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 1990年4月1日

中国 両備乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ岡山 960589 アグネスショーグン せん 栃栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1990年6月4日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 02-18-711 こもも(ｺｽﾓｽ) 牝 栗駁毛 ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ･ﾎﾟﾆｰ種 1999年3月10日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 05-15-646 パークハイアット せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年5月11日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 05-16-680 バスティア(海螢） 牡 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月7日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 06-15-605 ブリードラブ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月28日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 07-12-418 ユーフォリア せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月23日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 07-15-552 ゴーレム せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月11日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 07-15-553 スカイハイ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月30日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 08-15-648 サントウカ（ｼｭﾘﾝﾌﾟ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年1月1日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 08-15-652 かぼちゃ せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1998年6月19日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 08-15-655 ハーモニー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月6日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 09-15-659 プレミアム せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1995年2月28日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 09-15-660 ミュー 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月20日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 09-17-725 ハヤブサ せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1998年4月18日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 10-13-430 サミー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月15日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 10-15-539 フジノジョージ せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2004年4月29日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 10-15-541 チイサナテンシ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月13日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 12-05-202 ウルル（ｽﾍﾟｼｬﾙｱﾜｰﾄﾞ） せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年5月26日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 12-12-429 ブレットマリンガニー 牝 栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2008年4月5日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 12-13-476 ヴァンクリマ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年2月16日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 12-15-520 クアトロ（QUATTRO） せん 青駁毛 半血種 2007年4月1日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 12-15-524 ワイルド　ウエスト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月1日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 12-15-525 マジェスティ 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月3日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 13-15-483 ドラマティスト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月29日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 13-15-484 タマモフヨウ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月25日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 13-15-487 カネトシアージ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月10日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 13-15-490 ひまわり 牝 栗粕毛 日本ﾎﾟﾆｰ種 2004年5月30日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 14-15-541 フェラーリピサ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月28日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 14-15-542 サムズアップ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月31日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 14-15-543 アナザースカイ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年1月18日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 14-15-544 シャイン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月6日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 14-15-546 デンデ 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月29日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 14-15-548 シシリアンキング せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月17日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 15-15-564 デトロイト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月5日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 15-15-566 花凜（ｽｶｲ） 牝 鹿毛 半血種 2011年5月1日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 15-15-567 ソニックレディ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月14日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 15-18-641 ゴールド せん 河原毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2011年3月1日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 16-12-359 イチモンジ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月26日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 16-15-448 アンヴァルト せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年2月18日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 16-15-450 リンクス せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月1日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 16-15-454 ハクユウゼウス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年5月10日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 17-15-472 コスモマリナー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年9月13日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 17-15-473 ジェネレーション せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月28日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 17-15-474 サクラフブキ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月5日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 17-15-475 アスカタイシ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月8日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 18-15-444 フクノドービル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月4日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 18-15-445 ロジネオ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月18日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 18-15-446 タイムキーパー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月10日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 19-15-480 マーガレット 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月14日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 19-15-481 ゴーイングパワー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月30日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 19-15-482 スペシャルギフト せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月9日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ倉敷 19-15-483 リップスティック 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年3月31日

中国 瀬野川乗馬ｸﾗﾌﾞ 01-15-696 スノーフレイク(ｾｲﾌｳﾋｶﾘ) 牡 芦毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1996年5月30日

中国 瀬野川乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-15-650 プリン 牝 芦毛 ﾎﾟﾆｰ種 1993年1月1日

中国 瀬野川乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-14-620 あずき（ﾋﾀﾞﾙｺﾞ） せん 鹿駁毛 半血種 2004年2月29日

中国 瀬野川乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-15-568 なずな せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月12日

中国 瀬野川乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-15-484 だいず せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月4日

中国 江田島乗馬ｸﾗﾌﾞ 00-15-748 RICH HILL 牡 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年8月21日

中国 江田島乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-15-532 FUTURE 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月6日

中国 江田島乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-15-493 グラスサミット せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年1月14日

中国 江田島乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-15-494 グラスキセキ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年2月22日

中国 江田島乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-15-569 ワクワクロード せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月12日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 00-16-791 バックプリンス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年3月14日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 06-15-615 ペーター せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2001年4月24日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 07-15-556 ジョルジュ せん 芦毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1999年5月1日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 09-16-691 ピンキー（ﾁｰﾁ） せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2000年4月25日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 11-17-552 アンバーサクセス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月16日
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中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 12-15-533 マルチャン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年5月19日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 13-15-532 一軍 せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月24日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 19-15-485 ケンシロウ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月28日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 19-15-486 マジェスティハーツ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月20日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 19-15-487 マインリーベラビ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月28日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 19-15-488 ココア 牝 青毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月30日

中国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ広島 19-15-489 グリュックスグレー 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年2月20日

中国 ｴﾝｾﾞﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-15-543 アルビレオオレンジ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月13日

中国 ｴﾝｾﾞﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-15-495 ラロッシュ せん 鹿毛 ﾊﾞｲｴﾙﾝ種 2002年6月21日

中国 ｴﾝｾﾞﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-15-549 メイショウカルロー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月20日

中国 ｴﾝｾﾞﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-15-570 サマーセットゴールド せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年11月10日

中国 ｴﾝｾﾞﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-15-457 ストロベリー せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月13日

中国 ｴﾝｾﾞﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-15-447 ジェル 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年2月15日

中国 ｴﾝｾﾞﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 980711 ヘイセイレンジャー せん 芦毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1993年3月21日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 01-17-765 アレクサンドライト せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年5月10日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 03-01-004 アシュレー（ｳﾞｨｸｾﾝ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年4月21日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 07-08-321 ラガーポイント せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月12日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 08-18-705 モカ（B10ﾓｶ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月30日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 09-13-572 ラクス 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年1月20日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 11-01-019 アンジェラサン（ﾒｼﾞﾛｱﾝｼﾞｪﾗ） 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月5日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 12-13-449 ファンタズミック せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年2月5日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 12-13-471 ウナベス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月9日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 12-15-514 プリン（ﾔﾑﾁｬ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月29日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 13-15-496 チーズ せん 栗毛 半血種 2000年3月25日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 13-15-498 サクラ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月18日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 13-15-499 リモ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月7日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 13-15-500 グローリーシーズ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年2月26日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 13-15-503 モスアゲート 牝 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2008年4月1日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 14-06-261 シェーンヴァルト せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月9日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 14-13-460 チアーズ せん 栗毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 2006年12月14日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 14-15-551 アルデンテ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月21日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 14-15-552 タマ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月19日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 15-15-575 ブルーノ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月11日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 15-15-577 カミーリア 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年2月20日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 15-15-578 ドラルタ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月15日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 15-15-579 ボニータ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年1月15日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 15-15-580 プリムヴァール 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月22日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 15-15-581 フレミングハート せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月12日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 15-15-582 ポンチャン せん 栗駁毛 日本ﾎﾟﾆｰ種 2008年3月6日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 16-15-458 キャンティ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月7日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 16-15-459 サザンドリーム 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月6日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 16-15-460 トウカイルーチェ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月18日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 16-15-461 メイショウエゾフジ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月19日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 16-15-462 ハナハナ(ﾛﾃﾞｵﾄﾞﾗｲｳﾞ） 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年6月17日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 16-15-463 シャローム せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月28日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 16-15-465 リフレイン（ｺﾞﾛｳﾏﾙ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年4月26日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 17-15-478 ベル 牝 河原毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2011年1月1日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 17-15-480 タガノティアラ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年4月24日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 18-15-448 スズカアドニス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月12日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 18-15-449 タガノグリズリー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年1月21日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 18-15-450 レジェンドスイグン 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月25日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 19-15-490 ビースティ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年1月21日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 19-15-491 ムッシュカービー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月3日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 19-15-492 アヴィレックス せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月13日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 19-15-493 ワンダーエクラタン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年4月13日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ多々良 980364 ピーベリー(ｴﾝｾﾞﾙｿｰﾄﾞ) せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1990年4月19日

中国 川棚乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-17-716 春馬 せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月20日

中国 川棚乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-15-544 ジミー せん 駁栗毛 半血種 1997年1月1日

中国 川棚乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-15-504 バベル せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月19日

中国 川棚乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-15-466 レディ 牝 芦毛 ｵﾙﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞ種 2000年5月28日

中国 川棚乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-15-481 奏音 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月28日

中国 川棚乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-15-451 マリオ せん 鹿駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2003年3月28日

中国 川棚乗馬ｸﾗﾌﾞ 970713 ドラゴンボール せん 青鹿毛 半血種 1989年4月14日

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 00-15-742 シルバーマロット 牝 芦毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1994年4月26日

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 02-15-654 エンジェル 牝 芦毛 ﾎﾟﾆｰ種 1998年4月15日

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 08-15-669 リモザ せん 月毛 半血種 1996年3月30日

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 08-15-670 がいこつ せん 駁鹿毛 半血種 2000年1月1日

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 08-15-672 チャールズ せん 月毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 2003年1月1日

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 08-15-673 マチルダ 牝 駁青毛 半血種

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 08-15-674 まちこ 牝 青毛 北海道和種系種

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 08-15-675 ノア 牝 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 2000年1月1日

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 14-15-554 シルティー 牝 黒鹿毛 ｳｫｰﾑﾌﾞﾗｯﾄﾞ種 1993年1月1日

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 14-15-556 オイリリー 牝 芦毛 KWPN種 1996年1月1日
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中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 14-15-557 ベッカム せん 黒鹿毛 KWPN種 2006年5月17日

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 14-15-562 マックス せん 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 1999年3月27日

中国 蒜山ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 980046 ヤマト（ｻﾞ･大和） せん 駁鹿毛 半血種 1995年4月10日

中国 岩国乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-15-818 クロスオーバー せん 黒鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1993年5月9日

中国 岩国乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-15-546 マロン・クリスティ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月26日

中国 岩国乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-15-563 ミルキースノー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月23日

中国 岩国乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-15-583 メイショウツバサ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年1月23日

中国 岩国乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-15-483 アモールＳ せん 鹿毛 ﾊﾉｰﾊﾞｰ種 2001年1月1日

中国 岩国乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-15-494 エメラルドアース 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月5日

中国 苅谷乗馬ｸﾗﾌﾞ 00-05-331 ハニーグランツ（ﾋﾛﾐﾆﾖﾝ） 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年3月13日

中国 苅谷乗馬ｸﾗﾌﾞ 04-15-701 スーパービンゴ せん 栃栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 1995年1月1日

中国 苅谷乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-15-679 ブラックジャック せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月6日

中国 苅谷乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-15-584 イチノシロー せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2004年4月4日

中国 苅谷乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-15-468 クラマテング せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月25日

中国 苅谷乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-15-495 旭悠 せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1998年3月5日

中国 苅谷乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-15-496 フサイチリシャール せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月6日

中国 岡山乗馬倶楽部 00-15-765 オリンピック せん 鹿毛 ﾍﾞﾙｼﾞｬﾝ種 1991年6月7日

中国 岡山乗馬倶楽部 08-18-709 ショコラ（ｼｼﾞｮｶ） 牝 鹿毛 半血種 2005年8月4日

中国 岡山乗馬倶楽部 09-15-680 シーナ 牝 鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 2007年4月7日

中国 岡山乗馬倶楽部 11-15-543 キャプテンリリー 牝 黒鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1997年3月19日

中国 岡山乗馬倶楽部 12-15-536 ブルーダイヤモンド せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1996年3月30日

中国 岡山乗馬倶楽部 12-15-537 ファーノース せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ系種 1992年1月1日

中国 岡山乗馬倶楽部 15-15-587 ブラックスミス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月30日

中国 岡山乗馬倶楽部 15-15-589 ハートオブハート 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月15日

中国 岡山乗馬倶楽部 17-15-484 モヒート せん 鹿毛 ｱｲﾘｯｼｭｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2000年4月27日

中国 岡山乗馬倶楽部 17-15-487 エミリ 牝 芦毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2004年5月17日

中国 岡山乗馬倶楽部 17-15-488 グラッツィア せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月21日

中国 岡山乗馬倶楽部 17-15-489 エアソミュール せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月15日

中国 岡山乗馬倶楽部 17-15-490 ムーンMK 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ系種 2014年3月25日

中国 岡山乗馬倶楽部 17-15-491 キャプテンドリーム 牡 芦毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2016年5月8日

中国 岡山乗馬倶楽部 980726 チョコ(ﾏｷﾊﾞﾁｮｺﾚｰﾄ) せん 鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 1995年4月29日

中国 （株）JB北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-15-540 マドンナ 牝 青駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2002年1月1日

中国 （株）JB北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-15-513 清煌 せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1998年3月23日

中国 （株）JB北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-15-494 ロッキー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月6日

中国 （株）JB北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-15-452 青空 牝 鹿毛 半血種 2003年5月21日

中国 （株）JB北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-15-453 ファンドレイザー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月11日

中国 （株）JB北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-15-497 ストリクス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年5月6日

中国 （株）JB北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-15-498 インヴェンター せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年4月6日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 10-15-558 エンパイアグレー せん 駁栗毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2000年5月10日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 10-15-559 チェックバイラビアン 牝 黒鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2001年7月26日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 10-15-561 メグミ 牝 栗毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2007年6月30日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 10-15-562 タイガー せん 栗粕毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2007年5月26日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 10-15-563 ラブ 牝 芦毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2008年6月1日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 10-15-564 ピリカ 牝 鹿毛 ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ･ﾎﾟﾆｰ種 1992年1月1日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 10-15-565 スモーキー せん 駁鹿毛 ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ･ﾎﾟﾆｰ種 1993年1月1日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 12-15-541 クリオ・トワイライト 牝 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2008年6月15日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 12-15-542 クリオ・グレース 牝 鹿毛 日本乗系種 2009年4月8日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 13-15-515 幸盛姫 牝 鹿毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 2007年5月10日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 13-15-516 スペクター 牡 芦毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2008年4月28日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 13-15-517 クリオ・マックス 牡 栗毛 日本乗系種 2009年4月5日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 13-15-518 セシル 牝 鹿駁毛 日本乗系種 2009年12月17日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 13-15-519 マイク 牡 鹿毛 日本乗系種 2009年5月18日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 13-15-520 クリオ・マーヴェラス 牝 鹿毛 日本乗系種 2009年3月3日

中国 かなぎｳｴｽﾀﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 17-15-496 スパーキー せん 芦毛 日本ﾎﾟﾆｰ種 2014年8月6日

中国 眞田ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 13-15-524 グロリアスブルー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月3日

中国 眞田ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 16-15-472 エメルソン せん 鹿毛 KWPN種 2009年2月11日

中国 眞田ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 17-15-497 マシェリ 牝 鹿毛 ﾎﾙｼｭﾀｲﾅｰ種 2004年5月5日

中国 眞田ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 17-15-498 鉄男 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月8日

中国 眞田ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 17-15-499 金太 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月19日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 04-14-658 ニンニン（明友） せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年3月24日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 09-14-616 涼 牝 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 1993年3月15日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 11-15-531 こてつ（ﾎﾞﾙｶﾞｰ） せん 黒鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2007年5月30日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 15-15-696 マーシャル せん 河原毛 ｸﾘｵｰｼﾞｮ種 2008年3月24日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 15-15-697 小次郎 せん 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2010年1月1日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 15-15-698 サッチャー 牝 青駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 1990年4月1日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 15-15-699 オリバー せん 青駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2002年10月5日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 15-15-700 コハル 牝 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2014年9月21日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 17-15-500 空 せん 栗毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 2003年4月25日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 18-15-454 ステラ 牝 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 2004年5月1日

中国 琵琶湖忍者国際ﾎｰｽｽｸｰﾙ 18-15-455 アリス せん 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 2005年5月2日

中国 福山ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ 00-15-749 ファントム　ターフ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1991年5月8日

中国 福山ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ 05-14-603 ゴエモン せん 鹿毛 半血種 1999年4月20日

中国 福山ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ 10-15-560 ルナ 牝 駁鹿毛 ﾍﾟｲﾝﾄ･ﾎｰｽ種 2004年9月12日



地区 乗馬クラブ名 登録番号 馬名 性別 毛色 品種 生年月日

中国 福山ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ 17-15-502 チョコ 牝 栗駁毛 半血種 1998年6月9日

中国 福山ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ 17-15-506 フォーインワン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月10日

中国 福山ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ 17-15-507 カイヨウ 牝 駁栗毛 半血種 2012年5月3日

中国 福山ﾎｰｽｸﾗﾌﾞ 18-15-456 テーオーグラジア 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月11日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 08-15-653 マラルティック せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月21日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 09-17-729 アズマアビリティ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月29日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 10-17-589 エイプリルウィンド せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月14日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 11-17-571 マスカ 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月8日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 12-17-568 ディアディライト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月12日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 14-15-540 ナリタブラック せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月18日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 14-18-592 キャニオンブラウン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月15日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 15-15-558 イカルス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月1日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 15-15-563 ギリギリヒーロー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年1月30日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 15-17-619 タイタン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月10日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 15-19-657 シードダイレクト せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月21日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 16-13-383 ネオヴァロン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月18日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 16-14-429 ハギノハイグレイド せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月21日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 17-15-465 ナイルエクスプレス せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月10日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 18-15-458 ファントム せん 栗毛 日本乗系種 2007年4月1日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 18-15-459 リッカスキップ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月6日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 18-15-460 ベーダー せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月26日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 18-15-462 ハレット 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年2月27日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 18-15-463 ヒロノタイヘイ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年4月10日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 18-15-464 ラプラス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年1月15日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 18-15-465 ジクウ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月18日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 18-15-466 はる 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月21日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 18-15-467 ちゃまめ 牝 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 2010年5月13日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 19-15-499 トマト 牝 鹿毛 日本乗系種 2010年6月6日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 19-15-500 ピノノワール せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年4月8日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 19-15-501 オリオン せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年2月12日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 19-15-502 元就 せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年5月30日

中国 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ東広島 19-15-503 大和 せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年4月30日

中国 ﾎｰｽﾊﾟｰｸ小月 19-15-504 レポスハウトネビュー せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月30日

中国 ﾎｰｽﾊﾟｰｸ小月 19-15-505 ナナヨーヒマワリ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月11日

中国 ﾎｰｽﾊﾟｰｸ小月 19-15-506 ジェニシス せん 青毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年2月28日

中国 ﾎｰｽﾊﾟｰｸ小月 19-15-507 恵王 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月9日

中国 ﾎｰｽﾊﾟｰｸ小月 19-15-508 トップオブピーコイ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月14日

中国 ﾎｰｽﾊﾟｰｸ小月 19-15-509 惠 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月19日

中国 ﾎｰｽﾊﾟｰｸ小月 19-15-510 ゴーイングストーン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月10日

中国 ﾎｰｽﾊﾟｰｸ小月 19-15-511 ノアオーカン せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月13日

中国 ﾎｰｽﾊﾟｰｸ小月 19-15-512 コンストラクト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月15日


