
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

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 00-07-373 テディー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年3月18日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 01-07-343 ジャストミート せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年3月24日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 05-07-317 マリンアイル（ｱｲﾙﾋﾞｰｾﾞｱ） せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年3月25日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 07-07-258 トラピスト せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年4月25日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 07-07-259 マリンジョーク せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月26日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 08-07-343 マリンツイスター（ﾌﾐﾉﾂｲｽﾀｰ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月26日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 09-07-345 マリンフェリーチェ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年3月14日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 10-07-255 マリンヌーヌー せん 河原毛 ﾎﾟﾆｰ種 1996年1月1日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 11-07-280 マリンツヨシ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年5月10日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 12-05-237 マリンアンジュ（ｸｯｷｰ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月5日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 12-07-284 マリンパイレーツ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月12日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 12-07-285 マリンチャーリー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月16日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 13-07-216 マリンカジノ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月5日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 14-06-250 マリンアクエリアス（ｽﾀｰﾌﾟﾗﾁﾅ） せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月2日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 14-07-268 マリンラッキー せん 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 2005年1月1日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 14-07-269 マリンハッピー せん 青毛 ﾎﾟﾆｰ種 2009年1月1日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 14-11-351 マリンロード（ﾛｰﾄﾞﾌｧﾙｸｽ） せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月13日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 15-07-344 マリンレイ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年5月15日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 15-07-346 マリンモンロー 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月18日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 17-07-230 マリンオルカ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月8日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 17-07-231 マリンカノーヴァ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月25日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 19-07-244 マリンプリン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月29日

神奈川 特定非営利活動法人　横浜市馬術協会 19-07-245 マリンナイト せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月15日

神奈川 （有）ｱｼｪﾝﾀﾞ乗馬学校 03-05-330 ヴァルアー（ｾﾞﾝﾉﾊﾞﾌｨｰ） せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年2月3日

神奈川 （有）ｱｼｪﾝﾀﾞ乗馬学校 13-03-078 アグネス（ﾐｽﾃﾘｱｽﾗｲﾄ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月7日

神奈川 （有）ｱｼｪﾝﾀﾞ乗馬学校 16-07-242 カーディナル せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年5月11日

神奈川 （有）ｱｼｪﾝﾀﾞ乗馬学校 17-07-232 アトリエ 牝 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月3日

神奈川 （有）ｱｼｪﾝﾀﾞ乗馬学校 18-07-201 ジムチョウ 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月15日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 03-07-427 パセリ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年3月27日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 06-07-309 ティム せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年6月12日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 06-07-310 オリオン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年6月1日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 06-07-311 テキサス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年3月11日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 07-07-263 ラブ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月11日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 09-07-347 サイモン せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月2日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 09-10-431 ショコラ（和地山） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月22日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 10-07-263 ピース せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年3月20日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 11-07-283 イーグル せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月15日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 11-07-284 ネオ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月19日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 12-07-287 リンド せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月7日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 12-07-288 幸 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月5日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 13-07-217 城 せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月13日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 13-07-218 ナイスシャトル せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月23日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 13-07-219 ツバサ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月9日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 13-07-220 ハート せん 青毛 ﾎﾟﾆｰ種 2007年3月1日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 14-07-271 ヒーロー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年2月18日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 14-07-272 セフィロス せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月19日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 15-07-347 カフェラテ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月21日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 15-07-348 空 せん 鹿毛 ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽ種 2010年4月30日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 16-07-243 シャンティ 牝 栗毛 KWPN種 2000年2月20日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 16-07-244 キング 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月26日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 16-07-245 イエルテ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月5日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 16-07-246 アルシェ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月8日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 16-07-247 グラスホッパー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月21日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 16-07-248 ポールスター せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月20日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 17-07-234 ライリー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年1月1日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 18-07-202 ピクルス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月20日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 18-07-203 ディノ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月18日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 18-07-204 マジェスティ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月20日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 18-07-205 シナモン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月15日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 19-07-246 カルマ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年1月1日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 19-07-247 ココ 牝 鹿毛 半血種 2007年6月1日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 19-07-248 ニック せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年2月28日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 19-07-249 ラルフ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年4月20日

神奈川 （株）ｻﾝﾖｰｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 990163 キャスパー（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ） せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年2月26日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞ湘南 03-07-436 ブリリアントヒロ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年6月3日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞ湘南 08-07-345 ナスキームサシ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月18日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞ湘南 09-07-348 ラテ・アート せん 鹿粕毛 半血種 2002年5月12日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞ湘南 10-02-029 アーサー 牡 芦毛 半血種 1993年4月23日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞ湘南 17-07-236 トリレンマ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月2日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞ湘南 19-07-250 息吹 せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月28日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞ湘南 19-07-251 葵 せん 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2012年5月7日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 01-04-227 マグリット(ﾌﾗｲﾝｸﾞｽｸｳｪﾛｰ) せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年3月2日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 01-07-356 タイビート 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年4月6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

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 04-01-014 キャシィ 牝 栗毛 半血種 2001年5月30日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 04-07-328 栗姫 牝 栗毛 半血種 2001年5月14日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-07-285 ミニー 牝 駁鹿毛 半血種 1999年5月7日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-17-676 フリューゲル(ﾌﾞﾗｳﾆｰ) せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年6月7日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-07-266 マギーペタル 牝 栗駁毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2006年5月5日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-07-305 虎徹（ﾈｳﾞｧﾍﾞｰｶﾘｰ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年6月3日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-07-292 ウィニー 牝 黒鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2007年4月6日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-04-106 ブラウニー（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月26日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-07-224 ジーニー せん 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2008年5月13日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-07-225 ヴァンヴェール せん 栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2008年5月26日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-02-067 ジルバ（ﾑｹﾞﾝ） せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月20日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-07-273 マナ　オラナ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年1月1日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-07-275 ヴァンクルヴォン 牝 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2006年5月8日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-06-336 リアルフレア（ﾌﾟﾃｨ ﾏﾛﾝ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月30日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-07-350 エルモ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月28日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-07-351 アーモンド せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月6日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-07-352 カフェオレ 牝 駁栗毛 日本乗系種 2008年1月30日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-07-250 ティアラ 牝 栗毛 半血種 2002年5月10日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-07-251 タイフーン 牡 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月20日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-07-252 アバクス せん 鹿毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 2005年5月21日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-07-254 シャイニー 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月10日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-07-255 コスモス 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月14日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-20-297 レガーロ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月4日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-237 シターン せん 芦毛 ﾎﾟﾆｰ種 1991年1月1日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-239 アージェント せん 芦毛 KWPN種 1998年5月9日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-240 ミラーズボーイ せん 芦毛 温血種 1999年1月1日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-241 パティ 牝 鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2007年6月5日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-242 エル・ヴィエント せん 黒鹿毛 KWPN種 2007年1月30日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-243 サリー 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年6月3日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-244 キャラメルマキアート 牝 鹿駁毛 半血種 2010年3月15日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-245 レックス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月4日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-246 リオドラ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月15日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-248 オーロラ 牝 黒鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2012年5月13日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-249 ジョブックセーグラ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月16日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-07-206 チャーリー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月14日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-07-207 ティムテイラー せん 栗毛 ﾄﾞｲﾂ ﾗｲﾄﾎﾟﾆｰ種 2004年4月15日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-252 BC９８ せん 黒鹿毛 KWPN種 1994年1月1日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-253 ライナス せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月21日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-254 ボニー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年2月25日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-255 ベル 牝 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2015年5月15日

神奈川 藤沢乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-256 リロ 牝 黒鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2015年5月9日

神奈川 相模原乗馬ｸﾗﾌﾞ 00-07-382 トルネード せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年4月1日

神奈川 相模原乗馬ｸﾗﾌﾞ 01-07-361 ビッグワン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年5月27日

神奈川 相模原乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-07-286 アミーゴ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年3月15日

神奈川 相模原乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-07-319 ベニートムスクロウ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1991年4月8日

神奈川 相模原乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-07-267 アルジェントハート 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月24日

神奈川 ｱﾝ乗馬倶楽部 04-07-334 ゼロファイター せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年5月29日

神奈川 ｱﾝ乗馬倶楽部 05-07-289 ダンツキャスト せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月19日

神奈川 ｱﾝ乗馬倶楽部 09-07-353 デリマ 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月16日

神奈川 ｱﾝ乗馬倶楽部 10-07-269 エンジェル 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月7日

神奈川 ｱﾝ乗馬倶楽部 19-07-257 カオル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年2月25日

神奈川 ｱﾝ乗馬倶楽部 19-07-258 フライトパーサー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月23日

神奈川 ｱﾝ乗馬倶楽部 19-07-259 セレクト 牝 栗毛 ｱｲﾘｯｼｭ系種 2012年4月1日

神奈川 ｱﾝ乗馬倶楽部 970348 コンコルド(ﾄｳｶﾝｱﾙﾃﾐｽ) 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1991年3月23日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 00-07-389 みふ 牝 駁鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 1998年12月20日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-07-443 シオン 牝 鹿駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 1997年1月1日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-07-444 チコリ 牝 鹿駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2001年5月29日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-07-291 ダンディーアロー せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月2日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-07-322 トライアンフトーチ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月10日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 07-07-271 シエル 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月8日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-260 グレートバルサー せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月14日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-261 ミッドウェイチーム せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月16日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-262 ランダン せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月22日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-263 パンタレイ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月1日

神奈川 （株）秦野国際乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-264 ワットロンクン せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月28日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 01-07-372 ランスロット(ﾘｽﾞﾑｽﾀｰ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年2月28日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 01-07-373 ファイナルステージ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年4月25日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 02-07-293 マーチ(ﾗｯｷｰﾎﾞｰﾙ) 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年5月10日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 02-07-294 カゼノヒリュウ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年3月25日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 02-07-295 シンタロー(ｱｳｻﾞｰﾙ･ｷﾞﾝﾚｲｵｰ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年5月12日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 02-07-736 ボエム(ｺｰﾈﾙﾀﾞｲﾊｰﾄﾞ) せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年4月15日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 03-10-594 ドン・グレコ（ｶｰﾙﾃｨｯｸ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月10日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 06-07-324 スカイマジック せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年3月29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

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 06-07-326 クリタロウ 牡 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 2002年4月15日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 08-07-318 ディオスピロス 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年5月6日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 08-07-319 もみじ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年3月22日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 09-07-359 タッジーマッジィー 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月2日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 09-07-362 サツキ 牝 黒鹿毛 半血種 2006年5月30日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 10-07-273 銀杏 せん 芦毛 ﾒｹﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞﾞ種 1991年1月10日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 11-07-290 ロジロマンス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月16日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 12-07-296 ラグビーカイザー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1991年3月29日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 12-07-297 ベック せん 栗毛 日本乗系種 2005年4月17日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 14-07-276 バニラバー せん 芦毛 ｸﾗｲｽﾞﾃﾞｰﾙ系種 1994年1月1日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 14-07-277 うしまる せん 黒鹿毛 ｳｫｰﾑﾌﾞﾗｯﾄﾞ種 1997年5月14日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 15-07-355 スイングタイム 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月5日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 17-07-250 リュウサンドクリエ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月27日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 18-07-208 パーフェクトダイヤ 牡 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月7日

神奈川 （株）ｸﾘｴ三浦　　　 990327 ホワイトマーブルⅡ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年5月1日

神奈川 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-07-303 ワールド せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年5月22日

神奈川 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-07-294 ジョイ 牡 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月10日

神奈川 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-07-296 メロディー 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月21日

神奈川 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-07-356 タイヘイ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月29日

神奈川 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-07-357 テリイ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年3月11日

神奈川 （有）座間近代乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-07-230 リバティ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年2月16日

神奈川 （有）座間近代乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-07-231 リュウホウ せん 栗毛 日本乗系種 2003年3月31日

神奈川 （有）座間近代乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-07-358 エターニティ 牝 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2001年5月5日

神奈川 （有）座間近代乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-07-209 ピノ せん 鹿駁毛 日本乗系種 2014年5月29日

神奈川 （有）座間近代乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-265 コハク せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年4月21日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 01-07-374 マルコ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月29日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-07-307 コムギ せん 栗毛 半血種 2002年5月10日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-07-278 ルーファス せん 栗毛 半血種 1993年1月1日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-07-299 メロン せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月4日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-07-304 マックダディー せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月5日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-07-232 アイオリア せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月28日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-07-280 オロチ 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月6日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-07-359 バージェス 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年6月6日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-07-210 シュウチョウ 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月3日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 970363 コタロー せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1990年4月2日

神奈川 綾瀬乗馬ｸﾗﾌﾞ 990334 ダイ せん 鹿駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 1993年3月2日

神奈川 大井松田乗馬ｸﾗﾌﾞ 00-07-383 ルイロデール（ﾀｶﾗｼﾘｳｽ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年2月28日

神奈川 大井松田乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-07-456 ヴィヴィッドナオコ 牝 鹿毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 2000年3月2日

神奈川 大井松田乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-07-309 タイトスズラン 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年2月14日

神奈川 大井松田乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-07-360 ウスズミ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月23日

神奈川 大井松田乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-07-361 マーカス せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月14日

神奈川 大井松田乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-07-211 ブリリアント 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月30日

神奈川 大井松田乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-266 ワイドエクセレント せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年2月23日

神奈川 大井松田乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-267 ハニーディプト 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年4月26日

神奈川 大井松田乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-268 エスポワールカフェ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年5月27日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 05-07-313 マグニフィケーション 牡 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月24日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 09-07-366 リワードレオン 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月18日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 11-07-300 アットザ・バレット 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月2日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 11-07-301 ブルーアロー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月8日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 11-07-302 ブライアンズエッセ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年2月21日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 12-07-308 プリム 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月20日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 12-07-309 キセキたん 牡 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月11日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 13-07-238 小町 牝 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2009年1月1日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 15-07-363 グランジュテ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年3月6日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 15-07-364 フィービー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年2月12日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 16-07-256 オランジェ せん 栗毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 1999年3月25日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 17-07-253 ジャンヌ・ラヴィソント 牝 鹿毛 KWPN種 2006年5月12日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 19-07-269 クーベルタン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年5月1日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 19-07-270 ベルジャンティーユ 牝 栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2009年5月30日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 19-07-271 クラーヴォワイヨン せん 栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2016年6月12日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 19-07-272 ミニヨン 牡 月毛 日本乗系種 2017年6月5日

神奈川 （有）町田乗馬ｾﾝﾀｰ 980522 プルー（ﾗｲﾌﾟﾆｯﾂ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年5月14日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 00-07-412 モーク せん 駁鹿毛 半血種 1994年1月1日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 02-07-308 マサル せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年4月16日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 02-09-391 白哉(ｷｬﾝﾃｨｰ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年5月11日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 03-17-872 ピュアソウル（ぴゅあ・ｿｳﾙ） 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年5月30日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 04-07-354 カンピオーネ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年3月23日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 05-04-167 ボンダイ（ｱﾗｱﾗ） せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1995年5月22日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 06-15-603 セイントクリーク せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月26日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 07-04-166 ラミアス 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月10日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 07-07-282 ユリア 牝 鹿毛 半血種 1997年5月2日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 07-07-286 トッティ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月28日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 07-07-290 シャイナ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月18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

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 08-05-238 ネロ（ﾎｳﾏ･ﾈﾛ） 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月8日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 08-06-305 トム せん 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 08-07-330 マーベリック せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年5月15日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 08-07-333 モエルトウコン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月25日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 08-07-336 バロール せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月8日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 08-07-337 ベリーナイス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月16日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 08-07-338 ツカサ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月5日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 09-04-221 ディオーネ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月8日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 09-04-224 ビート（ﾊｰﾃﾞｨｰ） せん 栗毛 半血種 2005年5月25日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 09-04-230 ルイアイザック せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年6月6日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 09-06-327 クッキー せん 鹿駁毛 半血種 2002年4月20日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 10-07-290 ミッキー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月18日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 10-07-292 Ｗｉｓｈ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月8日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 10-07-293 サダルスウド（ﾏｶﾛﾝ） せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月24日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 10-07-297 ライデン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年1月25日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 10-07-298 エステル 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月1日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 11-07-305 エイダイダンツ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月6日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 11-07-306 ホットビスティー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月28日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 11-07-307 アルタイル せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2005年6月10日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 11-07-308 クロヒメリサ（ﾔﾏﾉﾒﾘｻ） 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月16日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 12-03-108 ラルゴ（ｺｳﾖｳｻﾝﾃﾞｰ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月18日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 12-07-310 トロージャンホース せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月22日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 12-07-312 ザンテツケン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月17日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 13-06-202 マジックキングダム（ﾏｼﾞｯｸ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月17日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 13-07-242 ラムセス せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年1月29日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 13-07-244 アールグレイ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月26日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 13-07-249 アリエス 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年2月1日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 14-03-112 ダーニョ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年2月26日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 14-07-281 ステラ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月2日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 14-07-282 ブリッツ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月5日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 14-07-283 ラリー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月30日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 14-07-288 イチゴダマシイ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月30日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 14-07-289 オリーブ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月11日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 14-07-290 オーレ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年2月22日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 14-07-291 キントウン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月3日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 15-07-366 バンダムチョッパー せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月25日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 15-07-367 ハートビートソング せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月17日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 15-07-369 ウィンフェロー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月17日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 15-07-370 マリーゴールド 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月5日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 15-07-371 エアK せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月13日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 15-07-372 ミヤジディーノ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月13日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 15-07-373 ターボ せん 芦毛 日本乗系種 2011年3月12日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 16-07-257 クリントン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年2月25日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 16-07-258 暁 せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月29日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 16-07-259 琥珀 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月16日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 16-07-261 豆三郎 せん 鹿毛 半血種 2011年1月1日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 17-07-254 クラウン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月11日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 17-07-255 飛躍 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月29日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 17-07-256 ディヤモ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年4月4日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 18-07-212 ニュースフラッシュ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月30日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 18-07-213 テーオービックバン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年1月30日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 18-07-214 フォリクラッセ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年5月15日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 18-07-215 ルチアーノ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月28日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 18-07-216 栗太郎 せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年5月10日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 18-07-217 ゼットステイジ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月10日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 19-07-273 ミランダ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月26日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 19-07-274 タケルハヤテ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月20日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 19-07-275 ロコモーション せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年1月18日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 19-07-276 ホロスコープ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月29日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 19-07-277 シェーヌ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年4月30日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 19-07-278 エクレアダムール 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月28日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 970381 シルバーリング せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1991年4月8日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 980340 ヒシヤマト せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年2月23日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 990353 ミミィ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年6月1日

神奈川 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ神奈川 990855 サンシャイン(ｶﾊﾗﾁｪｽﾄ) せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年6月5日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 01-05-274 イチマサボーイ(ｲﾁｴｻﾎﾞｰｲ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年5月12日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 03-07-467 インタープロテクト せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月24日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 06-05-238 ジェリー(ﾊﾟﾋﾟｰ) 牝 鹿駁毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2001年6月14日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 06-07-345 テツマノユメ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年4月6日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 07-17-575 シャンティー（ﾏﾀﾞﾑﾓｰﾄﾞ） 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月17日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 08-07-346 ペリーⅡ（ｶｲﾏﾅﾘｵ） せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月20日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 09-07-369 ゴールデンウィーク（ﾁｻﾞﾙﾋﾟｰﾉ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年3月1日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 10-03-096 ゴマチャン 牝 駁青毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2006年5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

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 10-07-303 サンタ せん 駁青毛 ﾎﾟﾆｰ種 1999年5月11日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 10-07-307 スターバックス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月26日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 11-07-309 アヤニシキ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月29日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 12-06-267 ロロ（ｺﾊﾟﾍｲﾛｰ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年2月29日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 12-07-317 パルティーダ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月10日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 12-07-318 ピノ 牝 鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 1999年4月30日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 12-07-320 クアトロ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月29日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 12-11-399 健太ＢＯＹ せん 栗粕毛 ﾎﾟﾆｰ種 2004年3月26日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 13-07-254 リックス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月2日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 16-07-263 ドクターフラッシュ せん 鹿駁毛 ﾍﾟｲﾝﾄ・ﾎｰｽ種 2002年4月25日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 16-07-266 エルモ せん 鹿毛 日本乗系種 2012年5月21日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 16-07-267 リーオリフェー 牝 鹿毛 KWPN種 2012年5月17日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 17-07-261 カエジアル せん 芦毛 ﾎﾙｽﾀｲﾝ系種 2007年6月26日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 17-07-262 ミッキーサムソン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月6日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 18-07-219 コンカプリス せん 鹿毛 ﾒｯｸﾚﾝﾌﾞﾙｶﾞｰ種 2004年3月29日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 18-07-220 ウィグラス せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年4月18日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 18-07-221 キタイチサクラ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月31日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 18-07-222 ディアピース せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月9日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 18-07-223 ティキ 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年1月29日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 18-07-224 ドラえもん せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月22日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 19-07-279 ワタナベくん せん 青毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月3日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 19-07-280 トップランサー 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年2月4日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 19-07-281 センターフィールド 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年3月11日

神奈川 ｱﾊﾞﾛﾝ･ﾋﾙｻｲﾄﾞﾌｧｰﾑ 19-07-282 ランジュ 牝 鹿駁毛 半血種 2016年3月26日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 03-07-476 ケルン せん 芦毛 半血種 1997年4月16日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 03-07-477 レアーダイアモンド せん 駁鹿毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 1999年5月5日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 05-03-095 ベガス（ﾌﾟﾘﾝｽｵﾌﾞﾀｰﾌ） せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月22日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 05-07-323 シャンプー 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年1月1日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 06-07-348 シンフォニカ 牝 鹿毛 半血種 2001年6月9日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 08-07-347 ロリオット せん 栗駁毛 半血種 2001年4月20日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 09-07-372 フュッセン 牡 河原毛 日本乗系種 2007年3月18日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 09-07-373 リンツ 牡 栗粕毛 半血種 2008年2月2日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 11-07-311 キール せん 河原毛 日本乗系種 2009年1月21日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 11-07-312 ウルム 牝 駁黒毛 ﾎﾟﾆｰ種 2009年4月1日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 12-07-324 ココア 牝 鹿毛 日本乗系種 2008年10月5日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 12-07-325 ウィッシュ 牝 青毛 日本乗系種 2009年4月11日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 12-07-327 アルプス せん 鹿毛 ｳｪﾙｼｭ･ﾎﾟﾆｰ種 2007年6月27日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 12-07-329 コナン 牡 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2011年1月1日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 14-07-294 ヤルタ せん 河原毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2010年4月18日

神奈川 ｴｸｳｽ　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 14-07-295 ミニィ 牡 駁栗毛 日本ﾎﾟﾆｰ種 2013年4月21日

神奈川 ｴｸｳｽ ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 17-07-264 アンソニー（ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｷｬﾆｵﾝ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月2日

神奈川 ｴｸｳｽ ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 19-07-283 ボン せん 鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2006年5月5日

神奈川 ｴｸｳｽ ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 19-07-284 サンタモニカ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年1月1日

神奈川 ｴｸｳｽ ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 19-07-285 ピポロ せん 芦毛 日本乗系種 2016年6月26日

神奈川 ATSUGI　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 01-03-132 スキップ せん 黒鹿毛 半血種 1994年1月1日

神奈川 ATSUGI　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 06-07-352 ルービン せん 栗毛 ｵﾗﾝﾀﾞ温血種 1988年1月1日

神奈川 ATSUGI　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 06-07-354 エルハーベン（ｱｵｲｵｰｶﾝ） せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年3月20日

神奈川 ATSUGI　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 07-05-209 キャットバルー せん 栗毛 ｵﾙﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞ種 1994年3月4日

神奈川 ATSUGI　ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 16-07-268 ジュニア せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年6月6日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 02-07-281 クシコスポスト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年5月18日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-07-437 ヒカリゴールド せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年5月9日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 07-07-300 ブラザーカドフェル せん 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1999年6月3日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 08-07-348 ペルルドール 牡 栗駁毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2004年5月12日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-07-268 太刀風（ｽﾀｰﾗｲﾄ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月8日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-07-330 メルクーリオ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月26日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-07-331 キタルファ せん 鹿毛 日本乗系種 2004年5月24日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-07-332 チャンドリカ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月25日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-07-333 コティヨン せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年1月27日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-07-256 アルコイーリス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月10日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-01-026 ジョニーノデンゴン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月19日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-01-028 春一（ﾔﾏﾆﾝｴﾚﾒﾝﾄ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月8日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-07-374 ヘリオス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月28日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-07-269 リーベストラウム せん 鹿毛 ｻﾞｸｾﾝｱﾝﾊﾙﾄ種 1999年5月12日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-07-265 ダイヤモンドメイ せん 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2009年5月17日

神奈川 ｱｽｰﾙ乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-07-286 ノイモント せん 黒鹿毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 2010年3月23日

神奈川 stable　ＦＥＤＥＲＡ 10-02-056 トベリスク せん 青毛 KWPN種 2000年6月10日

神奈川 stable　ＦＥＤＥＲＡ 15-07-376 ベルトルッチ せん 鹿毛 ｵﾙﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞ種 1995年5月6日

神奈川 stable　ＦＥＤＥＲＡ 16-07-270 サンドウィッチコア せん 栗毛 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種2003年10月23日

神奈川 stable　ＦＥＤＥＲＡ 16-07-271 エクセレンテ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月22日

神奈川 stable　ＦＥＤＥＲＡ 16-07-272 ロレンゼア 牡 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2012年5月18日

神奈川 stable　ＦＥＤＥＲＡ 16-16-478 マクスウェル せん 芦毛 ﾎﾙｽﾀｲﾅｰ種 1994年1月1日

神奈川 stable　ＦＥＤＥＲＡ 18-07-225 エンドレスカレッジ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ系種 1995年1月1日

神奈川 stable　ＦＥＤＥＲＡ 18-07-226 ディアマンテ せん 鹿毛 KWPN種 2008年6月22日


