
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

北関東 ｾﾝﾄ乗馬ｸﾗﾌﾞ 02-03-078 楓 牝 鹿毛 ｸﾘｵｰｼﾞｮ種 1997年4月4日

北関東 ｾﾝﾄ乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-03-107 スティービー せん 月毛 ｸﾘｵｰｼﾞｮ種 2000年3月29日

北関東 ｾﾝﾄ乗馬ｸﾗﾌﾞ 08-03-071 ロージー 牝 芦毛 半血種 1997年1月1日

北関東 ｾﾝﾄ乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-03-034 ブルーベリー せん 青毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月23日

北関東 ｾﾝﾄ乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-03-036 スエヒロフェスタ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月27日

北関東 ｾﾝﾄ乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-03-040 ニコ せん 鹿毛 KWPN種 1995年1月1日

北関東 ｾﾝﾄ乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-03-041 ステージジャンプ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年2月9日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 00-03-137 マロンヒット せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年3月29日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 00-03-138 プリンスフォード せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1995年3月28日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 01-03-102 シバノ 牝 栗毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 1995年4月18日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 04-03-091 リアルヴィジョン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年4月3日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 05-03-080 マイネルハイウェイ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年3月28日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 05-03-083 パァーティオー せん 栗毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 2002年3月18日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 05-03-087 ハヤカゼフリーデン せん 栗毛 半血種 2003年5月12日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 07-03-073 もみじ 牝 芦毛 半血種 2005年5月17日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 09-03-085 スリーカリズマ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月28日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 11-03-067 ヒロツグ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月14日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 11-03-070 テラザウィウィン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年2月10日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 12-03-058 トウカイインパクト せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月5日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 12-03-060 ウォーエレファント せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月22日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 12-03-065 サンデーダンサー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月11日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 13-03-044 ファルーカ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月28日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 15-03-068 ミッキーシャイン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月15日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 16-03-041 トーホー せん 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2011年3月11日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 17-03-038 ドラゴンヴァース せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月7日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 17-03-039 イシドールス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月16日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 17-03-040 ルルヴェ 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月24日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 17-03-041 ステイチューン せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年2月14日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 17-03-042 アンサイズニア せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月25日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 17-03-043 ロジインパクト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月8日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 18-03-033 バロンドゥフォール せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月3日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 18-03-034 レッドルーファス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月29日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 18-03-035 エアピザレー 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月14日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 18-03-036 チェリーブロッサム 牝 鹿毛 半血種 2012年4月26日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 18-03-037 フェアリークロス 牝 栗毛 半血種 2012年4月20日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 18-03-038 フルンティング せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年1月29日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 18-03-039 パーリオ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年5月10日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 19-03-042 ソングオブウインド せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年2月20日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 19-03-043 エンキンドル せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月20日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 19-03-044 トルセドール せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月10日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 19-03-045 イダフェイマ 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月2日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 19-03-046 サリエット 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年2月6日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 19-03-047 ベラマレーナ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年2月9日

北関東 （株）中島ﾄﾆｱｼｭﾀｰﾙ 19-03-048 エバンゲリスト せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年4月28日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 07-03-074 シルクスパルナ（ｽﾊﾟﾙﾅ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月5日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 09-03-091 フレンディー せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1994年4月21日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 09-03-097 ホワイトローズ 牝 芦毛 日本乗系種 2004年12月29日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 09-03-098 ブラック・パール せん 鹿毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 2004年5月17日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 09-03-104 ネルフ 牡 芦毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2006年6月1日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 09-03-107 松風 牡 芦毛 日本乗系種 2006年3月7日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 09-03-108 信二 せん 駁栗毛 日本乗系種 2006年5月20日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 09-03-111 黒竜 せん 青毛 日本乗系種 2006年12月13日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 09-03-116 武竜 せん 青毛 ﾍﾟﾙｼｭﾛﾝ種 2007年6月3日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 09-03-121 シロ 牡 月毛 ﾎﾟﾆｰ種 2004年3月5日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 10-03-082 桔梗 牝 青毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 2004年3月3日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 10-03-083 くるみ 牝 芦毛 日本輓交種 2006年4月5日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 10-03-086 さくら 牝 芦毛 半血種

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 12-03-067 ダイナ 牝 栗毛 日本乗系種 2009年4月22日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 12-03-069 ゴールデンハート せん 栗毛 日本乗系種 2009年1月24日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 12-03-070 剣（つるぎ） せん 鹿毛 日本乗系種 2009年3月25日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 15-03-071 カンナ 牝 鹿毛 日本乗系種 2011年6月10日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 15-03-072 もも 牝 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2012年5月31日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 15-03-073 牡丹 牝 駁鹿毛 日本乗系種 2012年5月10日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 16-03-043 キナコ 牝 鹿毛 半血種 2011年4月17日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 16-03-044 藤也 牡 鹿毛 半血種 2012年10月22日

北関東 大和ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 19-03-049 穂高 せん 芦毛 半血種 2003年2月25日

北関東 （有）日光乗馬ｸﾗﾌﾞ 07-03-076 ラリー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年4月24日

北関東 （有）日光乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-03-074 蒼雲（ｿｳｳﾝ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年2月28日

北関東 （有）日光乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-03-074 ブルースター せん 青毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2010年7月8日

北関東 （有）日光乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-03-075 菱雲 せん 粕毛 北海道和種系種 1999年4月1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

北関東 （有）日光乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-03-045 菱瑞 せん 栗毛 半血種 2009年1月20日

北関東 （有）日光乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-03-040 グレーシー せん 鹿毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 1997年5月20日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 02-03-083 マロン せん 栃栗毛 北海道和種系種 1993年5月5日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 03-03-119 シドニーチケット せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年4月1日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 12-03-073 ファインピーク せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年2月25日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 12-03-083 ソックス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年2月22日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 13-03-046 フウジンディザイア せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月21日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 13-03-047 レピドライト 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月7日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 14-15-558 チップ せん 小班 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2006年5月1日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 15-03-076 ナスノオー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月29日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 15-03-077 マッキー せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月6日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 15-03-078 ロティオン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月19日

北関東 那須ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 17-10-305 どんぐり（ﾙﾅ） 牝 月毛 日本ﾎﾟﾆｰ種 2014年5月20日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 00-03-145 ラッキー せん 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 1996年4月27日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 00-03-152 キルケニー（ﾊｸﾄｳﾀｲｻﾞﾝ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年3月27日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 02-03-087 夕月(ﾏﾅﾂﾉｷｾｷ) 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年6月2日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 03-03-120 ブランギャルソン せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年3月22日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 03-03-121 チョコブラウニ(ﾁｮﾛｽｹﾓﾝｷｰ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年3月24日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 04-03-111 ハネムーン(ｼﾝｺｳﾘｭｰｼﾞﾝ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1991年4月10日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 04-05-253 ポッター（ｷﾘﾝ） せん 鹿駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 1998年5月5日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 05-11-455 フェスティバル せん 栗毛 ﾊﾉｰﾊﾞｰ種 1994年2月21日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 06-03-120 ポニグラン せん 栗駁毛 ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ･ﾎﾟﾆｰ種 1999年4月10日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 09-03-127 チェスナットトニー 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月15日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 18-03-041 オブリガード せん 鹿毛 KWPN種 1996年1月1日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 19-03-050 飛鳥 せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年2月11日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 19-03-051 カールソン せん 黒鹿毛 ﾍﾞﾙｷﾞｰ温血種 2006年2月16日

北関東 上三川ﾎｰｽﾊﾟｰｸ 970107 大和(ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙﾎﾞﾝ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年3月15日

北関東 壬生乗馬ｸﾗﾌﾞ 07-03-081 ソレイユドブリアン せん 栗毛 半血種 1992年1月1日

北関東 壬生乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-03-075 ウォンドリーザ・バドガー せん 黒鹿毛 ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾍﾞｲ種 1998年1月1日

北関東 壬生乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-03-076 スリクソン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年5月20日

北関東 壬生乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-03-078 ビクトリア 牝 青鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 1998年1月1日

北関東 壬生乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-03-046 タイガー・ドゥ・ロゾン せん 鹿毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 2008年6月7日

北関東 群馬県赤城乗馬学校（有） 15-03-079 ニュアージュ（ﾘﾄﾙﾎﾞｰｲ） せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ系種 1998年8月1日

北関東 群馬県赤城乗馬学校（有） 16-03-047 KGアテネ 牝 鹿毛 ｳｫｰﾑﾌﾞﾗｯﾄﾞ種 1998年12月23日

北関東 群馬県赤城乗馬学校（有） 16-03-050 マウントミッチェル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月9日

北関東 群馬県赤城乗馬学校（有） 18-03-042 ヤマニンバッスル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年2月23日

北関東 群馬県赤城乗馬学校（有） 19-03-052 ゴールドショット せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月9日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 00-03-164 オンワードカリーノ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年5月19日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 02-03-097 ポパイ せん 青毛 ﾎﾟﾆｰ種 1996年3月29日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 04-03-124 コンコルド(ｺﾝﾀｯｸ) せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年3月18日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 04-03-147 クリゲクン(ｾﾞﾝﾉｵｰ) せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年3月15日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 05-14-629 シームーン（ｼｪﾘﾙｼｰ） せん 月毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2001年3月1日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 06-04-166 アベリア（ｴｸｾﾙ） 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月28日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 08-03-088 ルバーブ せん 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2000年5月1日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 09-03-129 リンデン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年6月10日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 10-03-093 ワイルドソニック 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年1月22日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 10-03-097 フォレスター せん 鹿毛 ｸﾗｲｽﾞﾃﾞｰﾙ種 2006年1月1日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 10-06-251 マックス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月26日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 11-04-182 フェートン 牝 鹿毛 日本乗系種 2006年5月1日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 11-06-264 フラックス（ﾗ　ｺﾞｰﾗ） せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年2月3日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 12-03-080 タラゴン せん 青毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月9日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 12-06-277 ハイブリッドスター せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月8日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 13-03-049 モンテ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月15日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 14-03-076 ボーンセット せん 鹿毛 ﾀﾞｯﾁﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1989年3月24日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 14-04-168 アクトフォー せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月5日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 15-03-082 トロピカルライト せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年2月19日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 15-03-083 ガストン せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年2月19日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 15-03-084 デイル せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月23日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 15-03-085 ダンデリオン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年6月10日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 16-03-051 エルダー 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月23日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 16-03-052 バードック せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月11日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 17-03-046 クリバーズ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年2月29日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 17-03-047 タイタン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月11日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 17-03-048 シンプリーラブ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月23日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 17-03-049 パオダルコ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月21日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 17-03-050 プッカ 牡 栗駁毛 ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽ種 2015年7月10日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 18-03-043 シービーワン 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月5日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 19-03-053 アマリネ 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月1日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 19-03-054 エイシンスパンキー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月6日

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 980063 清雅(ﾐｽﾀｰﾘﾌｧｰﾙ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年3月8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

北関東 （有）ﾃｨｰｱｰﾙｼｰ　乗馬ｸﾗﾌﾞ高崎 990093 ブラッキー(ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ) せん 青毛 ﾎﾟﾆｰ種 1991年4月23日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 00-03-167 レオ せん 佐目毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 1989年3月15日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 00-05-328 マキシマムⅠ(ｵﾌﾟﾃｨﾏﾑ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年5月21日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 04-03-126 葉月（ｶﾀｸﾘ） 牝 月毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 1998年3月3日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 06-03-116 Mr.ベイ（ひばな） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年1月25日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 06-03-127 ザンドロ・ボーイ せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1997年2月20日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 06-03-129 春香 牝 月毛 半血種 2000年4月24日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 08-03-090 Ｇ.Ｇ.ガンモ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年3月8日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 08-03-092 みなみ 牝 河原毛 半血種 2002年6月22日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 09-03-133 楽風（らふう）（ｷﾝｸﾞﾋﾟｯﾄﾆｰ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月18日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 09-03-134 チェリー 牝 鹿駁毛 半血種 1996年5月30日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 09-03-136 ランディー せん 栗毛 半血種 1997年5月30日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 11-03-082 フューチャーボーイ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月12日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 12-03-082 ワルキューレ 牝 鹿毛 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ温血種 2005年6月1日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 14-03-078 めい 牝 鹿毛 半血種 2013年5月15日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 970133 プリティーマッハ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1991年6月26日

北関東 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｳｲﾝｽﾞ 970136 ロッキー せん 月毛 ﾎﾟﾆｰ種 1989年1月31日

北関東 小山乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-03-104 アポロ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年5月15日

北関東 小山乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-03-085 キアラ（ｵｰｼｬﾝﾌﾞﾙｰ） 牝 芦毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 2002年3月31日

北関東 小山乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-03-086 ダノンスピリット せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年2月24日

北関東 小山乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-03-097 スピカ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年2月23日

北関東 小山乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-03-094 スプリングマーチ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月24日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 05-03-111 フォルテ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年3月17日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 05-03-113 ミルキー 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月15日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 11-03-089 アラムシャー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月11日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 11-03-090 ティファニー 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月2日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 12-03-115 ビートル せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月18日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 13-03-053 フローラ 牝 鹿毛 半血種 2003年3月26日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 13-03-055 セルサス せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月28日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 13-03-056 クーゲル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月27日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 13-03-057 月読（月夜弓） せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月28日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 13-03-058 武葉槌 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年1月1日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 13-03-059 スミエ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月31日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 14-03-098 ガイア せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年6月7日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 15-03-088 バロン・アレイオン せん 黒鹿毛 半血種 1991年1月1日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 16-03-053 ティダアパアパ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月30日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 16-03-054 ロッキー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月29日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 16-03-055 ハイジ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月15日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 16-03-056 サクセサー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月14日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 16-03-057 ヴィルゴ（ﾊｯﾄ ｳﾞｨﾙｺﾞ） 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年2月14日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 17-03-051 クララ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月5日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 17-03-053 オリーブ 牝 河原毛 北海道和種系種 2005年1月12日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 18-03-045 アイスマン せん 芦毛 半血種 1995年1月1日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 18-03-046 ル・リアン 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月15日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 18-03-047 デュラン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月20日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 18-03-048 キズナ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年6月13日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 18-03-500 ファルコ せん 芦毛 ﾊﾉｰﾊﾞｰ種 1996年8月1日

北関東 （有）ﾖｼｻﾞﾜﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 19-03-055 まさこ 牝 青毛 半血種 2007年5月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 00-03-184 ボルドー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年4月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 00-03-188 ココア せん 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 1996年10月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 01-03-152 ガラリエ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月8日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 01-05-231 ムッシュダム せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年5月3日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 02-03-122 フュージレイド せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年3月27日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 02-03-125 マロンチッチ（ﾌﾞﾚｲｸｼｮｯﾄ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年3月22日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 04-03-141 ルビンスタイン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年4月4日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 04-03-144 ダイワカーネギー せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 05-03-123 マニフェスト 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年1月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 06-03-138 オークファイヤー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年6月3日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 06-03-139 メジロクレメンテ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月13日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 06-03-142 タイクレセント せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年3月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 06-03-145 ダイワスイープ 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 06-03-148 グレートファイター せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月31日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 07-03-109 ナッツ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月18日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 07-03-113 リトルレインボー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月19日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 07-03-114 グラード せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月21日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 08-01-009 ブランディス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年3月20日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 08-02-053 メイイットビー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月13日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 08-03-096 ハレルヤサンデー せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年5月19日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 08-03-103 ラドランジーガー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月14日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 08-03-104 太郎（ﾋﾞｯｸﾏｳｽ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月13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

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 08-03-105 ラストワン 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 08-03-106 マジカルサンダー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月28日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 08-03-113 リキ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月12日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 09-03-149 カルバドス（ﾌﾞﾗｳﾞｨｯｼﾓ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年3月26日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 09-03-151 菊丸 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 09-03-155 ツバサ せん 鹿毛 半血種 2005年8月19日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 10-03-109 ギアマン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月19日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 11-03-095 パキラ 牝 栃栗毛 日本乗系種 2006年4月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 12-03-118 英二 せん 栗毛 半血種 2001年5月27日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 12-03-121 メロディー 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年1月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 12-03-124 アドマイヤセリナー 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月20日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 12-12-432 マヤノレジェンド 牝 芦毛 日本乗系種 2009年5月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 13-03-061 スノークォーツ 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年6月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 13-03-062 ペルセフォネ 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 13-03-063 ネロ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 13-03-067 サジタリアス 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年2月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 13-03-068 ドロシー 牝 栗駁毛 半血種 2009年10月9日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 13-05-149 シルクトラベラー（ﾄﾗﾍﾞﾗｰ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月22日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 14-03-107 ブルーノ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月19日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 14-03-109 シルバーピュア せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月24日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 14-03-111 がっちゃん せん 黒鹿毛 ﾐﾆﾁｭｱﾎﾟﾆｰ種 2007年4月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 14-03-113 ポテト（ﾄﾞｽﾗｲｽ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月16日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 14-15-545 ビューティバラード 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月23日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 15-03-089 マリーア 牝 月毛 半血種 2002年5月4日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 15-03-091 ピューマティック せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 15-03-093 ミケランジェロⅡ せん 鹿駁毛 半血種 2010年4月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 15-03-094 エスペランサ 牝 栗毛 半血種 2011年5月8日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 16-03-059 アドマイヤボス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年5月9日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 16-03-060 トレジャー（ﾄｰｾﾝﾄﾚｼﾞｬｰ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月23日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 16-03-062 ピンクダイヤモンド 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月18日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 16-03-064 タイキマーシャ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月8日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 16-03-067 宝花 せん 鹿毛 半血種 2012年3月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 16-03-069 アプローズ（ﾄｰｾﾝｱﾌﾟﾛｰｽﾞ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月11日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 17-03-054 バトルマドカ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年1月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 17-03-055 セントマーチ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年2月15日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 17-03-056 アグリアス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 18-03-049 バランスオブゲーム せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月22日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 18-03-051 アゲハ（ﾗｯｷｰﾌﾟﾘﾝｾｽ） 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月27日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 18-03-052 カゼノエメラルド 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 18-03-055 ニホンピロピース 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月18日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 18-03-057 スカイバリオン せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月27日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 18-03-058 バニーガール 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 18-03-059 レッドプラージュ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月13日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 19-03-056 フェアウェル 牝 鹿毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 2007年4月4日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 19-03-057 タイマツリ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月27日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 19-03-058 エクレール 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月24日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 19-03-059 クリスティーナ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月22日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 19-03-060 カリーノピッコラ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年2月8日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 19-03-061 オーミシューマン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎 19-03-062 セイファルコン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月29日

北関東 社会福祉法人巣立ちの杜　ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ牧場 06-03-153 シャネル（すず） 牝 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2000年4月22日

北関東 社会福祉法人巣立ちの杜　ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ牧場 06-03-154 ラッキィ 牝 青駁毛 ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ･ﾎﾟﾆｰ種 2000年4月4日

北関東 社会福祉法人巣立ちの杜　ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ牧場 08-03-111 小太郎 せん 青駁毛 半血種 2005年5月26日

北関東 社会福祉法人巣立ちの杜　ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ牧場 08-03-112 ホーヅキ 牝 青毛 ﾎﾟﾆｰ種 2003年4月25日

北関東 社会福祉法人巣立ちの杜　ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ牧場 10-03-110 ラヴィアンローズ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年5月15日

北関東 社会福祉法人巣立ちの杜　ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ牧場 13-03-070 リュウノスター せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年2月23日

北関東 社会福祉法人巣立ちの杜　ﾚｵﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ牧場 16-03-071 サザンビクトル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月27日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 02-03-754 アムチャン(ﾐﾚﾆｱﾑ) せん 鹿駁毛 ﾎﾟﾆｰ種

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 03-03-161 ポイズン(ﾎﾟｺ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年1月1日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 03-03-176 キキ 牝 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 1998年10月27日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 03-03-177 ララ 牝 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 1999年2月27日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 06-03-161 ドリームビューボン せん 栗毛 半血種 2003年5月8日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 07-03-121 ピーチェルバー せん 鹿毛 半血種 1991年12月31日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 09-03-159 パークビューバナメーラー 牝 鹿毛 半血種 2005年6月26日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 12-03-126 パークビュービーンズ せん 芦毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2010年4月27日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 16-03-072 ブルータン せん 栗駁毛 輓交種 2009年5月26日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 17-03-060 キプリング せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月17日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 17-03-061 グリーンソイビーンズ せん 鹿駁毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2015年4月11日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 18-03-060 ソリタリーキング せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月11日

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 19-03-063 ノーティカル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年2月21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

北関東 ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｽｸｴｱｰ ｴﾎﾞﾙﾌﾞﾙｽ 19-03-064 アパリシオ 牝 鹿毛 日本乗系種 2015年11月15日

北関東 筑波ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 04-03-173 アグネスゴア 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年3月25日

北関東 筑波ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 05-03-137 スヴェン せん 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種

北関東 筑波ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 11-03-098 シャドークリーク せん 黒鹿毛 ﾊﾉｰﾊﾞｰ種 1991年1月21日

北関東 筑波ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 12-03-127 トップガンヒーロー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月7日

北関東 ﾌｼﾞﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 01-18-788 ドラゴクリーク（ﾍﾞｶﾞｰﾌﾟﾝ） せん 鹿毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 1994年5月9日

北関東 ﾌｼﾞﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 12-02-048 Ｗアロー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月10日

北関東 ﾌｼﾞﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 12-03-132 ヴァイス せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月7日

北関東 ﾌｼﾞﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 14-03-077 凛々 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年2月27日

北関東 ﾌｼﾞﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 18-03-061 エムティ・パレット せん 駁鹿毛 半血種 2001年4月3日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-03-157 ノアゼット せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1995年3月2日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-04-157 キャラメル（ｱﾃｨﾁｭｰﾄﾞ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月25日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 07-05-203 鷹虎 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月20日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 08-05-213 プリンス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年3月27日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-03-171 イーグル せん 栗毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 1990年4月2日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-03-118 三郎 牡 駁栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 1994年4月2日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-03-135 ネオローネ せん 鹿毛 KWPN種 1995年4月5日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-03-136 プリップリッ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月16日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-03-071 アヴェンティーノ 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月12日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-06-189 マゼラン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年2月3日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-03-118 虹音 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月7日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-03-119 楓 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月25日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-03-074 ミラージュ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月6日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-03-075 ラウンドワールド 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月7日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-03-062 ペロー せん 青粕毛 ｺﾈﾏﾗ種 1995年1月1日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-03-062 ランボー 牝 栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2010年4月2日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-03-065 ロマンホープ 牡 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月28日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-03-066 ベリーフェスマス 牡 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年5月16日

北関東 柏乗馬ｸﾗﾌﾞ 990074 幸喜 せん 栃栗毛 ｵﾗﾝﾀﾞ温血種 1993年7月20日

北関東 水戸乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-03-137 グローリアスクィン 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月18日

北関東 水戸乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-03-072 ガンバルマン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月28日

北関東 水戸乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-03-120 タニオブゴールド せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月5日

北関東 水戸乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-03-076 ドリーウィット せん 青毛 KWPN種 1997年5月10日

北関東 水戸乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-03-063 トキノゲッコウ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月21日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 01-05-258 セントハクウン(ﾊｸｳﾝ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年3月15日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 05-01-014 ホワイトモカ（華流） せん 駁栗毛 半血種 2002年4月21日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 09-02-078 スィートスポット せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-114 ガネーシャ（ﾍﾟﾛﾝ） せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1994年4月16日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-115 ブッドレア せん 鹿毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 1994年7月29日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-118 セイラ 牝 栗毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 1995年4月24日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-119 オルフェウス せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-121 マロン 牝 栗毛 半血種 1996年5月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-122 アルフィⅢ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月13日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-125 ジャイロ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年4月29日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-126 ミュウ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月15日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-128 ピーチ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月13日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-130 クランキー せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月18日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-134 ウキウキ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-135 クック せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年5月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-136 シルクフォトグラフ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-138 ルミノックス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年5月31日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-141 オリエンタルビーチ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年2月19日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-142 ゲットアウト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月22日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-144 クリスマスギフト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月31日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-146 ツイスター せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-148 ブランゼファー（ﾄｰﾖｰｺｼﾞｰﾝ） せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月22日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-149 パラダイスコール せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-152 スカイウォーカー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月26日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-153 ナンシー 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-154 ハイソックスチャン 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-155 フラペチーノ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月26日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 11-03-156 カリーノ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月12日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 12-01-014 ピクシー 牝 栗毛 日本乗系種 2007年4月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 12-03-138 ポセイドン せん 鹿駁毛 日本乗系種 1996年4月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 12-03-139 ＡＮＮＥ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 12-03-142 紅葉 牝 鹿毛 半血種 2006年4月17日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 12-05-186 ロキ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月8日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 13-03-076 エルフ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月14日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 13-03-077 ハーフグレス 牝 栗毛 日本乗系種 2004年4月27日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 13-03-080 デンコウヤマト せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月1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

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 13-03-081 アドマイヤハーレー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年1月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 13-03-082 ジールドリル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月21日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 13-03-083 パントマイム 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月13日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 13-15-528 ドルフィン（ﾍﾟﾝﾀｺﾞﾝ） せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年2月28日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 14-03-121 ピカンテ せん 黒鹿毛 ﾍﾞﾙｼﾞｱﾝ種 1992年6月8日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 14-03-122 リキアイサイレンス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月23日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 14-03-124 プリンセス・アウローラ 牝 青毛 半血種 2004年5月20日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 14-03-128 フィールファイン せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 14-03-129 マテンロウカフェ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 14-03-132 スーパーセル せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年2月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 14-03-133 ナイスカミカゼ せん 青毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 15-03-100 サブロー せん 栗駁毛 不詳 2008年4月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 15-03-101 シュシュ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 15-03-104 みつば 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月28日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 15-03-105 ハッピーターン 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 15-03-106 SACHIKO 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 15-03-107 ブレス（ﾌﾞﾚｽﾄｳｼｮｳ） 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月29日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 15-03-108 イチロー せん 駁栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 2008年4月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 15-03-124 エンゼル 牝 芦毛 半血種 2005年6月9日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 16-03-078 Burning Heart せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月17日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 16-03-081 カサート せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月11日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 16-03-083 メイショウ　オオナタ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 16-03-086 キンカブト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月26日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 16-03-087 Kitty せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月26日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 17-12-380 エンパイヤ（ﾌﾞﾙﾅｰｸﾞﾗｰﾄ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年5月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 18-03-064 ダノンシル せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月24日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 18-03-066 マックイーン せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年5月15日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 19-03-067 ロラパルーザ せん 鹿毛 KWPN種 1998年5月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 19-03-068 ライアン せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 19-03-069 アリエス せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月20日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 19-03-070 ジュテミルフー 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月12日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 19-03-071 ミッキーラブリング せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月4日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 19-03-072 ヴィーナスロード 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年4月8日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 19-03-073 シャイニー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年1月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 19-03-074 アンディ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月4日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ茨城 19-03-075 ミッキードーヴィル せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年3月13日

北関東 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾎｰｽﾊﾟｰﾃｨ 11-03-068 マチカネビャッコ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月4日

北関東 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾎｰｽﾊﾟｰﾃｨ 11-12-441 メリロット 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年1月31日

北関東 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾎｰｽﾊﾟｰﾃｨ 13-03-089 アンタレス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年4月14日

北関東 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾎｰｽﾊﾟｰﾃｨ 13-03-091 ＭＡＹＵ 牝 小班 半血種 1999年5月27日

北関東 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾎｰｽﾊﾟｰﾃｨ 13-03-093 ケンタウルス せん 黒鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2000年3月20日

北関東 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾎｰｽﾊﾟｰﾃｨ 16-03-088 スウィートドーター 牝 栃栗毛 ｵﾙﾃﾞﾝﾌﾞﾙｸﾞ種 1992年4月5日

北関東 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾎｰｽﾊﾟｰﾃｨ 970189 ピュアローズ（ﾛｰｽﾞﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ） 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1991年4月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 08-03-075 ハング（ｼﾞｰﾃｨｰﾊﾝｸﾞ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 13-03-095 メジロ天元 せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年4月20日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 13-03-096 ランナー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年3月15日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 13-03-097 サンタクローチェ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年3月27日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 13-03-099 マシェリ・Ｅ 牝 黒鹿毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 2000年5月19日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 13-03-100 オウサマデュファブール せん 鹿毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 2002年5月20日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 13-03-101 ミルキー 牝 芦毛 半血種 2007年12月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 13-03-103 マーブル せん 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2007年1月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 15-03-109 ルーセント せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年5月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 15-03-110 カイザー せん 駁鹿毛 ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ･ﾎﾟﾆｰ種 2008年4月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 16-03-089 白夜 せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月9日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 16-03-090 オムニバス せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年2月19日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 17-03-068 トト 牝 駁毛 ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽ種 2010年3月20日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 18-03-067 ゴールドティア せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ系種 2000年8月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 19-03-076 ソネット せん 青毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年6月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｴﾄﾜｰﾙ 19-03-077 コスモトゥイーク せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年2月26日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 06-03-146 ニホンピロゼウス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年5月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 07-18-584 キングドリーム（ﾄﾞﾘｶﾑﾊﾝﾀｰ） せん 芦毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2001年4月4日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 08-03-107 マティス せん 芦毛 半血種 2004年3月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 08-15-682 リバイバー（ﾌﾞﾗｳﾝ） せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2002年4月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 11-01-008 フォーレイカー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年2月16日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 11-03-147 トゥリパーノ 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 13-02-028 シンゼンアロー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-113 アードベック せん 鹿毛 不詳 1996年5月8日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-114 クリールユーゲント せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-115 エルシモ 牝 黒鹿毛 日本乗系種 1997年1月1日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-116 セイレール せん 鹿毛 日本乗系種 1998年5月14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

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-117 リリックムーン 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年3月31日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-118 クローネ 牝 芦毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2000年5月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-119 アクロフィーズ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月23日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-126 ジャズロック せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月20日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-127 シェルプレミアム 牝 栃栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月9日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-129 チュウワミラクル せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月13日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-131 ベネチアプレート 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月9日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-132 メイプルシャフト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-133 ラブソネット 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年2月19日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-134 ローモンド せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月14日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-135 アスターウィング せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-136 スリースターズ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月27日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-137 トップレディ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年6月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-138 ブレイブナイト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月11日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-140 アイリッシュベルベット せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月5日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-141 キャラメル 牝 日本乗系種 2009年7月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-142 タニノチャーチル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年1月29日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-145 ルールスティンガー せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月22日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-147 ケンタ せん 駁栗毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2010年4月29日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-148 サクラ 牝 芦毛 日本乗系種 2010年1月29日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-149 ブルータペストリー せん 青毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年2月16日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-150 ティノアンジェロ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月5日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-151 アルバトロス（ﾗｲｱﾝﾊｰﾄ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月28日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-152 プリマ 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-154 テオドリーコ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月18日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-155 宝勝姫 牝 青毛 不詳 2011年3月31日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 15-03-156 エジマル 牡 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 2010年5月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-01-009 シャンティ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-092 勇心 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月21日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-093 ジャストザブレイン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年2月6日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-094 ベクトル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月15日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-095 エイダイシアトル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年4月29日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-097 ジョン(ﾄﾞﾘｰﾑﾋﾞｼﾞｮﾝ） せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-099 ヘリオス せん 栃栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-100 ショコラ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-101 ジェミニ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月12日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-102 ダンスオンザワルツ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月18日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-103 ノアズアーク 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月28日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-104 ビービーロイド せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月24日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-105 ラブミー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 16-03-106 クラウンシーズ せん 栗毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 2013年4月3日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 17-03-070 オメガホームラン せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年2月15日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 17-03-072 ロードユアソング せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年1月31日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 17-03-073 フォースカミング せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月16日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 17-20-581 ダイナー（ｷﾃｨ） 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月12日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 18-03-068 ペルシアン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月30日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 18-03-070 レッドジョーカー せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月7日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 18-03-072 ペプチドアマゾン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月20日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 18-03-073 ディプロムソング せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 18-03-074 オーロラッシュ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月10日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 18-03-075 ブラッシングスター せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年1月23日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 18-03-076 マルターズシャトル せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月14日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 18-03-077 ヒロノヒーロー せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年5月27日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 18-03-078 アンジュ 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月13日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 19-03-078 ココドロ せん 鹿毛 ｳｫｰﾑﾌﾞﾗｯﾄﾞ種 2006年12月12日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 19-03-079 マヤノクレド せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月31日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 19-03-080 ユナイト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月5日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 19-03-081 Gentle Verte 牝 鹿毛 ｳｫｰﾑﾌﾞﾗｯﾄﾞ種 2012年4月23日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 19-03-082 Itania 牝 芦毛 ｳｫｰﾑﾌﾞﾗｯﾄﾞ種 2013年4月5日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 19-03-083 キティ 牝 黒鹿毛 ｳｫｰﾑﾌﾞﾗｯﾄﾞ種 2013年12月20日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ栃木 19-03-084 アローシュドゥパト 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年3月25日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 02-03-107 ココ 牝 青毛 ﾎﾙｽﾀｲﾝ種 1992年1月1日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 05-03-119 ケイスⅢ（ｹｲｽ） 牝 不詳 半血種 1996年1月1日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 14-05-239 コンエアー せん 鹿毛 ﾊﾉｰﾊﾞｰ種 2003年1月23日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 15-03-161 プログレス せん 栗毛 ﾍﾞﾙｼﾞｬﾝ種 1997年4月1日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 15-03-162 ソレイユ・ルナ 牝 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1997年3月3日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 15-03-163 チアズオンタイム せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年5月23日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 15-03-169 ラインゴールド せん 月毛 半血種 1998年8月1日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 15-03-170 メサイア せん 青毛 ﾎﾟﾆｰ種 1998年1月1日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 15-03-171 風馬 せん ﾎﾟﾆｰ種 2004年12月26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

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 17-03-075 エンジュ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月19日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 18-03-079 スタークソックス せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年2月11日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 18-03-080 ラメキシカZ せん 栗毛 ｻﾞﾝｶﾞｰｼｬｲﾄﾞ種 2003年1月1日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 19-03-085 ランスコース せん 芦毛 ﾎﾙｽﾀｲﾝ系種 1999年5月11日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 19-03-086 サクラスペリオール せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月9日

北関東 筑波ｽｶｲﾗｲﾝｽﾃｨｰﾌﾞﾙ 19-03-087 ナンヨーアイリッド せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月18日

北関東 ﾈｰﾌﾞﾙﾊﾟｰｸ　ﾎﾟﾆｰ牧場 15-03-688 ダルタニアン せん 鹿駁毛 半血種 1999年3月14日

北関東 ﾈｰﾌﾞﾙﾊﾟｰｸ　ﾎﾟﾆｰ牧場 15-03-689 ボンボン 牝 鹿駁毛 半血種 2005年6月3日

北関東 ﾈｰﾌﾞﾙﾊﾟｰｸ　ﾎﾟﾆｰ牧場 15-03-690 春馬 せん 青鹿毛 半血種 2013年4月10日

北関東 ﾈｰﾌﾞﾙﾊﾟｰｸ　ﾎﾟﾆｰ牧場 15-03-691 ルイス せん 黒鹿毛 ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾝﾎﾟﾆｰ種 1984年9月3日

北関東 ﾈｰﾌﾞﾙﾊﾟｰｸ　ﾎﾟﾆｰ牧場 15-03-692 サラ 牝 鹿毛 ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ･ﾎﾟﾆｰ種 1992年2月25日

北関東 ﾈｰﾌﾞﾙﾊﾟｰｸ　ﾎﾟﾆｰ牧場 15-03-694 きんちゃん せん 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2004年5月5日

北関東 ﾈｰﾌﾞﾙﾊﾟｰｸ　ﾎﾟﾆｰ牧場 15-03-695 ももちゃん 牝 鹿駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2007年3月3日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 06-13-526 ライデン（YF･ﾗｲﾃﾞﾝ） せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1997年4月23日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 09-11-494 リアーナ（ﾋﾞｽｶ） 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月24日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 10-02-055 ルーチェ（ｳﾙｷｵﾗ） せん 鹿毛 半血種 1997年4月18日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 11-10-361 モーヴ（ｶｼｵ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年6月4日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 11-11-394 ラサラス（ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽﾋﾙｽﾞ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年3月15日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 11-14-504 ビアンキ（ﾉｱ） せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月11日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 17-03-077 グルート せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月28日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 17-03-078 デプラータ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月19日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 17-03-079 アリア 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月14日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 17-12-382 琥珀（ｼﾞｰｸﾋﾞｰﾄ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月4日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 19-03-088 フローラ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月12日

北関東 ﾎｰｽﾌｧｰﾑ　ｴﾙﾐｵｰﾚ茨城 19-03-089 シロゴマ 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種

北関東 （株）よつば乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-13-687 クラウディットレパード せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年5月1日

北関東 （株）よつば乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-05-224 ヴィセオ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月30日

北関東 （株）よつば乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-05-241 ぷっちょ せん 佐目毛 北海道和種系種 2006年5月19日

北関東 （株）よつば乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-03-090 ギャラクシーハート せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年2月22日

北関東 （株）よつば乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-03-091 ジャッキー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月16日

北関東 （株）よつば乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-03-092 ダール・イ・レゼベール せん 芦毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 2010年4月9日

北関東 （株）よつば乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-03-093 ローレンティア 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年2月17日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｱﾄﾗｽ 19-03-094 トレーシー 牝 鹿毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 2005年5月25日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｱﾄﾗｽ 19-03-095 キャリオン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月29日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｱﾄﾗｽ 19-03-096 ジュネーブ せん 鹿毛 ｳｫｰﾑﾌﾞﾗｯﾄﾞ種 2011年5月2日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｱﾄﾗｽ 19-03-097 バンビ 牝 月毛 北海道和種系種 2017年7月16日

北関東 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｱﾄﾗｽ 19-03-098 ロイ 牝 粕毛 ﾎﾟﾆｰ種 2012年6月1日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-099 ネージュ せん 芦毛 ｱﾗﾌﾞ種 1997年6月28日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-100 ティアラ 牝 芦毛 半血種 1997年6月2日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-101 ハック せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年3月29日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-102 サツキエース せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月19日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-103 モモ 牝 鹿駁毛 半血種 2002年5月8日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-104 ジョニーローズ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月30日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-105 姫 牝 鹿毛 日本乗系種 2011年5月1日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-106 ラビメイル せん 栗毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 2011年3月20日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-107 バロン せん 河原毛 日本乗系種 2012年3月10日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-108 メイショウデナリ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年5月15日

北関東 障害者のための馬事普及協会 19-03-109 ろいど せん 月毛 北海道和種系種 2004年5月1日


