
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

北海道 一般社団法人札幌乗馬倶楽部 07-01-001 ジオング せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1988年1月1日

北海道 一般社団法人札幌乗馬倶楽部 11-01-001 マイネルエスケープ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年4月19日

北海道 一般社団法人札幌乗馬倶楽部 14-01-001 ジョニーハーバード せん 黒鹿毛 KWPN種 2004年3月6日

北海道 一般社団法人札幌乗馬倶楽部 17-01-001 アトランティスゼット(ｵﾌﾟﾃｨﾏｽｾﾞｯﾄ) せん 黒鹿毛 ｻﾞﾝｶﾞｰｼｬｲﾃﾞ種 2004年5月5日

北海道 一般社団法人札幌乗馬倶楽部 19-01-001 トーマス・ジェファーソン せん 栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 1999年4月21日

北海道 一般社団法人札幌乗馬倶楽部 19-01-002 アンジェロ・K せん 栗毛 KWPN種 1999年5月2日

北海道 一般社団法人札幌乗馬倶楽部 19-01-003 リトル・ノワール せん 青毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2014年6月13日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 04-01-002 メジロジャンセン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年4月25日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 04-01-007 サクラヒヤク せん 青毛 半血種 2001年5月13日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 07-01-002 エプソムシアター せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年4月30日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 07-01-003 ジャングルバス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月28日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-01-001 アロキャン せん 鹿毛 ｱｲﾘｯｼｭｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 1996年1月1日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-01-003 コロンビアシチー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月16日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-01-005 クマ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月30日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-01-003 トニー せん 駁青毛 ｱﾒﾘｶﾝﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽ種 1997年1月1日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-01-004 ビューテンプ せん 鹿毛 KWPN種 2002年5月10日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-01-005 アイルオブスカイ 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月5日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-01-006 ロードアプローズ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月25日

北海道 ほくせい乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-01-007 ラポートトーク 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年5月14日

北海道 旭川乗馬倶楽部 05-01-041 エルマー（ﾃﾞｨｰｴｽｼﾞｬｯｸ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年5月5日

北海道 旭川乗馬倶楽部 06-01-006 ホシノキング せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月27日

北海道 旭川乗馬倶楽部 13-01-023 レディッシュレイ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年8月26日

北海道 旭川乗馬倶楽部 15-01-008 キタノミドリ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月13日

北海道 旭川乗馬倶楽部 17-01-005 シンボリオナー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年2月11日

北海道 旭川乗馬倶楽部 19-01-008 ブライトガスター せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年3月1日

北海道 旭川乗馬倶楽部 19-01-009 かえで せん 鹿粕毛 半血種

北海道 旭川乗馬倶楽部 19-01-010 ポテト せん 白毛 ﾎﾟﾆｰ種

北海道 旭川乗馬倶楽部 950026 弁天雄 せん 芦毛 半血種 1991年4月2日

北海道 十勝柏友会乗馬ｸﾗﾌﾞ 02-01-007 アラリン（賢桜） せん 芦毛 半血種 1998年4月20日

北海道 十勝柏友会乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-01-007 オリオンⅠ(ﾏｲﾈﾙｺﾝﾊﾞｯﾄ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年3月14日

北海道 十勝柏友会乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-01-009 アイビー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年5月2日

北海道 十勝柏友会乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-01-005 モンブラン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年2月24日

北海道 十勝柏友会乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-01-008 シロガネ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年2月3日

北海道 十勝柏友会乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-01-004 アスラン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年2月19日

北海道 十勝柏友会乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-01-005 オーガスト せん 栗駁毛 半血種 2012年8月12日

北海道 十勝柏友会乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-01-008 ハーモニー 牝 鹿毛 半血種 2012年4月13日

北海道 十勝柏友会乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-001 ルース せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年5月4日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 00-01-012 マジックフォンテン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年4月22日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 00-01-013 マイネルモンブラン 牡 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年4月23日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 01-01-007 ノーザンスクリーン 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1990年3月23日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 01-01-008 ランフォーローズ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1991年3月15日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 04-01-011 トップウィナー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月9日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 08-01-004 セレスエンブレム せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月12日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 08-01-008 ピノキオ２Ⅱ せん 芦毛 ﾎﾟﾆｰ種 2006年2月25日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-01-011 マイネルシュピール せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月18日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-01-013 プリン・プリン 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月16日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-01-008 ドリームパスポート せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月14日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-01-009 ファイアレッド せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年2月19日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-01-010 コスモピグマン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月30日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-01-011 ウインリーズン せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年2月22日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-01-012 マメダユウ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月28日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-01-011 プレイアンドリアル 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月22日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-01-012 フルコンボ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年1月27日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-01-006 コスモ・ロビン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年5月28日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-01-007 ジョバイロ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月5日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-01-008 ロイヤル・チョコレート せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月23日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-01-009 ウインヴォイジャー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年1月26日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-002 ウインフル・ブルーム せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月25日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-004 スキッピングハート 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年4月14日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-01-011 フィーリングハート 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月2日

北海道 （有）すずらん乗馬ｸﾗﾌﾞ 940069 ナターシャ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1988年5月11日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 01-01-023 ワンポイント 牝 芦毛 半血種 1993年5月12日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 02-01-014 ティーラ せん 鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1993年1月1日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 03-01-021 オネストジョン せん 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1998年5月20日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 04-01-012 バーズ せん 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1992年1月1日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 05-01-006 ロック せん 鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1999年1月1日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 06-01-014 チェリー 牝 鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1995年1月1日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 06-01-016 ノースネーチャー 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年4月19日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 06-01-017 リオ(ﾏｲﾈﾙﾃﾞｭｯｸ) せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月25日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 07-01-012 LJSR　AQUA　POCO せん 青毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1999年1月1日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 07-01-015 ゴールデンティモテ せん 鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2002年5月2日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 08-01-010 グスタフマーラー せん 青毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2000年5月25日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 08-01-011 ゴールドラッシュ せん 月毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2003年6月16日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 11-01-016 デルタブルース せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月3日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 13-01-010 杏 牝 青鹿毛 不詳 2003年1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

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 13-01-011 ブロッサム 牝 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2006年8月25日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 13-01-012 オレゴン せん 黒鹿毛 日本乗系種 2007年4月21日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 14-01-007 アドマイヤジュピタ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月1日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 14-01-008 ソユーズ せん 鹿毛 輓交種 2009年4月11日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 14-01-009 サンブルーノ せん 青毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2010年4月13日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 19-01-012 スイーツ 牝 駁鹿毛 半血種 2009年5月29日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 19-01-013 ワンダージェニアル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月2日

北海道 ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ 990007 将軍 せん 黒鹿毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 1993年5月30日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-01-024 カプチーノ（残雪） せん 黒鹿毛 半血種 2000年3月23日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-01-025 コロン（ﾏﾛｰﾝ） せん 鹿毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 2000年6月6日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-01-019 ハイバード せん 栗毛 半血種 2001年4月10日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 07-01-017 アイカァ 牝 栗毛 半血種 2000年2月25日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 08-01-015 レミー せん 芦毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 2005年5月22日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 08-01-034 ジュリア（ｼﾞｪｯﾄｼﾝｶﾞｰ） 牝 鹿毛 ﾊﾉｰﾊﾞｰ種 2002年5月20日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-01-008 ディアード せん 鹿毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 2007年6月4日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-005 エンジェル せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1995年4月1日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-006 シルエット 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月4日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-007 チーフ 牡 芦毛 ﾐｯｸｽﾄﾞﾌﾞﾘｰﾄﾞ種 2007年4月20日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-008 アンジェラ 牝 青毛 日本乗系種 2010年8月13日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-009 あい姫 牝 河原毛 日本乗系種 2010年6月3日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-010 ソルティーナ 牝 芦毛 日本乗系種 2010年5月5日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-011 パイン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月3日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-012 ミライ せん 鹿毛 日本乗系種 2015年4月19日

北海道 （有）ﾌﾛﾝﾃｱ乗馬ｸﾗﾌﾞ 990012 リーサー せん 青毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 1996年6月1日

北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞﾒｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 01-01-029 ラインハート（98多摩妃） 牝 芦毛 半血種 1998年6月11日

北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞﾒｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 12-01-016 コッツェブー せん 鹿毛 日本乗系種 2008年5月20日

北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞﾒｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 14-01-012 トウショウクリーム せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年3月26日

北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞﾒｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 17-01-010 スタークイン 牝 青毛 日本乗系種 2009年5月17日

北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞﾒｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 17-01-011 ドリームユニバンス せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年3月24日

北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞﾒｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 19-01-014 トウカイフラッグ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月16日

北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞﾒｲﾝﾌｨｰﾙｽﾞ 19-01-015 ジェット せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月7日

北海道 北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-01-031 桜駿 せん 鹿毛 半血種 2003年4月20日

北海道 北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 08-01-021 トップガンＪ.Ｒ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月31日

北海道 北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-01-016 プリンセスラブ（ﾌﾟﾘﾝｾｽｱｲ） 牝 栃栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2006年5月18日

北海道 北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-03-158 フリッカー（ﾉｯﾃ） 牝 青毛 輓交種 2007年6月25日

北海道 北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-01-021 チュラククレ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月14日

北海道 北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-01-015 ムスカリ 牝 栗粕駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2010年1月1日

北海道 北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-01-010 ユメタロウ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月11日

北海道 北広島乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-01-013 サクラキーパーソン せん 栃栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月4日

北海道 鹿追町ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 01-18-791 ﾄｩｰｱｲｽﾞﾌﾟﾘﾃｨｰｳｲﾝｸ　(ｳｲﾝｸ) 牝 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1996年4月4日

北海道 鹿追町ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 03-01-042 レィディサンディー 牝 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2000年6月11日

北海道 鹿追町ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 08-01-022 キャプシン 牝 鹿毛 半血種 2003年4月1日

北海道 鹿追町ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 13-01-014 ポコダイナマイトホッパー せん 栃栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2007年6月6日

北海道 鹿追町ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 15-01-016 ゆめ 牝 栗駁毛 日本ﾎﾟﾆｰ種 2011年4月20日

北海道 鹿追町ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 16-01-011 キャンディ　アニー 牝 栗駁毛 日本乗系種 2010年5月1日

北海道 鹿追町ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 16-01-012 ショコラ せん 芦毛 日本乗系種 2011年6月11日

北海道 鹿追町ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 16-01-013 B.Bクイーン 牝 青毛 日本乗系種 2012年4月18日

北海道 うらかわ優駿の里振興㈱　うらかわ優駿ﾋﾞﾚｯｼﾞ「AERU」00-01-042 ラウ せん 栗駁毛 半血種 1995年5月2日

北海道 うらかわ優駿の里振興㈱　うらかわ優駿ﾋﾞﾚｯｼﾞ「AERU」00-01-051 ヒンナ 牝 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 1994年5月5日

北海道 うらかわ優駿の里振興㈱　うらかわ優駿ﾋﾞﾚｯｼﾞ「AERU」00-01-053 ラッチ 牝 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 1996年3月3日

北海道 うらかわ優駿の里振興㈱　うらかわ優駿ﾋﾞﾚｯｼﾞ「AERU」13-01-016 バットゥータ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月15日

北海道 うらかわ優駿の里振興㈱　うらかわ優駿ﾋﾞﾚｯｼﾞ「AERU」14-01-017 コロン 牝 鹿駁毛 日本乗系種 2007年4月14日

北海道 うらかわ優駿の里振興㈱　うらかわ優駿ﾋﾞﾚｯｼﾞ「AERU」16-01-014 ジロウ せん 青粕毛 半血種 1998年4月30日

北海道 うらかわ優駿の里振興㈱　うらかわ優駿ﾋﾞﾚｯｼﾞ「AERU」16-01-015 キング せん 栗毛 半血種 2005年4月18日

北海道 うらかわ優駿の里振興㈱　うらかわ優駿ﾋﾞﾚｯｼﾞ「AERU」16-01-016 知床マリン 牝 芦毛 日本乗系種 2007年8月23日

北海道 うらかわ優駿の里振興㈱　うらかわ優駿ﾋﾞﾚｯｼﾞ「AERU」17-01-012 黒鷹 牝 青毛 日本乗系種 2003年7月2日

北海道 うらかわ優駿の里振興㈱　うらかわ優駿ﾋﾞﾚｯｼﾞ「AERU」17-01-013 レム 牝 栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2012年7月22日

北海道 鶴居どさんこ牧場 00-01-057 仙姫 牝 月毛 北海道和種系種 1987年4月26日

北海道 鶴居どさんこ牧場 00-01-060 貴久 牝 鹿粕毛 北海道和種系種 1990年8月4日

北海道 鶴居どさんこ牧場 00-01-062 松みどり 牝 河原毛 北海道和種系種 1991年7月15日

北海道 鶴居どさんこ牧場 00-01-063 七竜 せん 栗粕毛 北海道和種系種 1992年5月10日

北海道 鶴居どさんこ牧場 00-01-064 ジュピター せん 青粕毛 北海道和種系種 1992年1月1日

北海道 鶴居どさんこ牧場 00-01-068 紫苑 牝 佐目毛 北海道和種系種 1995年5月18日

北海道 鶴居どさんこ牧場 00-01-069 優駿 牝 栗毛 北海道和種系種 1995年5月21日

北海道 鶴居どさんこ牧場 00-01-070 暁 せん 栗粕毛 北海道和種系種 1995年6月5日

北海道 鶴居どさんこ牧場 01-01-047 北斗 せん 鹿粕毛 北海道和種系種 1996年4月30日

北海道 鶴居どさんこ牧場 01-01-050 真貴 牝 栗粕毛 北海道和種系種 1996年5月15日

北海道 鶴居どさんこ牧場 06-01-034 未来 牝 月毛 北海道和種系種 2001年5月25日

北海道 鶴居どさんこ牧場 07-01-024 花苑 牝 河原毛 北海道和種系種 2002年5月22日

北海道 鶴居どさんこ牧場 08-01-025 菘 牝 栗粕毛 北海道和種系種 2002年5月25日

北海道 鶴居どさんこ牧場 08-01-026 保鶴 せん 栗毛 北海道和種系種 2003年7月6日

北海道 鶴居どさんこ牧場 09-01-018 藻花 牝 栗粕毛 北海道和種系種 2004年7月7日

北海道 鶴居どさんこ牧場 09-01-019 満貴 せん 鹿粕毛 北海道和種系種 2005年6月20日

北海道 鶴居どさんこ牧場 14-01-018 光みどり せん 鹿毛 北海道和種系種 2009年5月31日

北海道 鶴居どさんこ牧場 14-01-019 新月 牝 青粕毛 北海道和種系種 2009年6月10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

北海道 鶴居どさんこ牧場 16-01-017 こごみ 牝 栗粕毛 北海道和種系種 2011年5月15日

北海道 鶴居どさんこ牧場 18-01-015 富士丸 せん 鹿粕毛 北海道和種系種 2011年5月26日

北海道 白井牧場　不二ﾌｧｰﾑ乗馬ｸﾗﾌﾞ　 15-01-017 メガミゲラン 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年4月1日

北海道 白井牧場　不二ﾌｧｰﾑ乗馬ｸﾗﾌﾞ　 16-01-018 クランドールゲラン せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月22日

北海道 白井牧場　不二ﾌｧｰﾑ乗馬ｸﾗﾌﾞ　 17-01-014 バルーン 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月18日

北海道 白井牧場　不二ﾌｧｰﾑ乗馬ｸﾗﾌﾞ　 18-01-016 ティズドラゴン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月29日

北海道 白井牧場　不二ﾌｧｰﾑ乗馬ｸﾗﾌﾞ　 19-01-016 ヴォレルトン 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年4月5日

北海道 JB’s　RANCH 04-01-030 ラチェット　バレルボウ 牝 駁栗毛 ﾍﾟｲﾝﾄ･ﾎｰｽ種 2001年5月3日

北海道 JB’s　RANCH 14-01-023 ホリーフリースピリッツジュニア せん 駁栗毛 ﾍﾟｲﾝﾄ･ﾎｰｽ種 2011年8月24日

北海道 JB’s　RANCH 16-01-020 メロディー　ドリーミングガール 牝 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2012年6月27日

北海道 JB’s　RANCH 18-01-017 ホリーセレスティナ 牝 鹿毛 ﾍﾟｲﾝﾄ･ﾎｰｽ種 2015年6月4日

北海道 JB’s　RANCH 18-01-018 メロディームーンシャイン せん 河原毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2016年6月8日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 03-01-053 ホワイトメロディ せん 佐目毛 半血種 1999年5月28日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 03-01-054 七一郎 せん 栗粕毛 ﾎﾟﾆｰ種 1999年5月4日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 05-01-023 ビワハヤヒコ せん 月毛 ﾎﾟﾆｰ種 2000年5月3日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 14-01-034 キソ せん 鹿毛 木曽馬種

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 14-01-035 ブラックキャビア せん 青鹿毛 日本ﾎﾟﾆｰ種

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 15-01-019 ミラクル せん 栗毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 1991年5月19日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 15-01-021 ライキリレガシー せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年6月5日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 15-01-022 グーフィー せん 青粕毛 重種 2001年5月5日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 15-01-023 ナスノロアール せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月13日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 16-01-022 チーフテンズドラム せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年3月23日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 17-01-015 ブラックミルフィー 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月27日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 18-01-019 バルタザール せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年3月30日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 19-01-017 シアトルユー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月4日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 19-01-018 ライオットダンス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年1月31日

北海道 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ静内 19-01-019 オーロラヒメ 牝 河原毛 ｸﾘｵｰｼﾞｮ種 2013年5月31日

北海道 北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ乗馬ｸﾗﾌﾞ　　 08-01-032 白勇 せん 芦毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 1997年6月1日

北海道 北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ乗馬ｸﾗﾌﾞ　　 13-01-019 勝フェラ せん 黒鹿毛 日本乗系種 2005年5月5日

北海道 北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ乗馬ｸﾗﾌﾞ　　 13-01-020 鈴の助 せん 鹿毛 日本乗系種 2007年7月1日

北海道 北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ乗馬ｸﾗﾌﾞ　　 17-01-016 チカゲ 牝 鹿毛 日本乗系種 2010年5月25日

北海道 北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ乗馬ｸﾗﾌﾞ　　 17-01-017 なでしこ11 牝 鹿毛 日本乗系種 2011年7月6日

北海道 北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ乗馬ｸﾗﾌﾞ　　 17-01-018 12リヒーナ 牝 芦毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 2012年8月1日

北海道 北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ乗馬ｸﾗﾌﾞ　　 17-01-019 勇太郎 せん 青粕毛 北海道和種系種 2013年4月8日

北海道 北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ乗馬ｸﾗﾌﾞ　　 19-01-020 翔勇 せん 栗毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 2004年6月30日

北海道 北太平洋ｼｰｻｲﾄﾞﾗｲﾝ乗馬ｸﾗﾌﾞ　　 19-01-021 オー・リッチ 牡 鹿毛 日本乗系種 2016年6月6日

北海道 根室乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-01-065 ユキオー せん 鹿毛 ﾄﾛｯﾀｰ系種 1999年5月17日

北海道 根室乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-01-067 ユキノルビー 牝 鹿毛 ﾄﾛｯﾀｰ系種 2000年5月1日

北海道 根室乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-01-068 文富士 牝 月毛 北海道和種系種 2001年5月7日

北海道 根室乗馬ｸﾗﾌﾞ 04-01-039 桂黒姫 牝 青毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 2001年4月30日

北海道 根室乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-01-032 ラッキー せん 栗毛 日本乗系種 2007年5月13日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-01-034 プライドエンブレム せん 青毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月8日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-01-024 キタサンガッツ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年2月11日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-01-022 ナリタセンチュリー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年3月20日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-01-036 クーリンガー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年6月16日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-01-025 メイショウトウコン せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月7日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-01-026 キタサンキングオー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月14日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-01-027 ジーガートップ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月24日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-01-028 ハタノゼフィロス せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月16日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-01-029 ゴールデントラック せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年3月29日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-01-023 ゼンノルジェロ せん 青毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月30日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-01-020 ゲシュタルト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年2月25日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-01-021 ウインマーレライ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月15日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-01-022 グランドシチー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月19日

北海道 （有）にいかっぷﾎﾛｼﾘ乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-01-023 スギノエンデバー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月2日

北海道 南幌ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 04-01-035 浜竜 牡 青毛 ﾄﾛｯﾀｰ種 1998年4月28日

北海道 南幌ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 05-01-027 ベストアンビ 牡 鹿毛 半血種 2000年5月11日

北海道 南幌ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 09-01-036 マンダリン 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年5月16日

北海道 南幌ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 09-01-038 エクセレンスワン 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月22日

北海道 南幌ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 10-01-022 ノーヴ・グレッツエント せん 鹿毛 日本乗系種 2007年4月5日

北海道 南幌ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 16-01-026 チョウインパクト せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月2日

北海道 南幌ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 16-01-027 舞 せん 黒鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2010年3月13日

北海道 南幌ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 19-01-024 セントラルシチー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年9月4日

北海道 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞ ﾘｰﾌ 01-17-741 ダンディー せん 月毛 半血種 1998年1月1日

北海道 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞ ﾘｰﾌ 06-17-658 チャーミー 牝 月毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 1997年1月1日

北海道 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞ ﾘｰﾌ 11-01-024 リク（ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾎｯﾊﾟｰ） せん 薄墨毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2006年5月22日

北海道 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞ ﾘｰﾌ 12-01-025 ウィスラー せん 黒鹿毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2000年4月8日

北海道 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞ ﾘｰﾌ 12-01-026 メイ・クィーン 牝 青毛 半血種 2001年5月11日

北海道 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞ ﾘｰﾌ 15-01-030 デルフィニウム せん 鹿毛 半血種 2007年5月10日

北海道 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞ ﾘｰﾌ 15-01-031 ギズボーン・エララ せん 月毛 半血種 2010年3月9日

北海道 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ北海道 乗馬ｸﾗﾌﾞ ﾘｰﾌ 990845 シスコ せん 栗毛 半血種 1995年5月5日

北海道 春香ﾎｰｽﾗﾝﾁ 11-01-027 LITTLE RUNNING MOON(ﾘﾄﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞﾑｰﾝ） 牝 月毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2008年5月21日

北海道 春香ﾎｰｽﾗﾝﾁ 15-01-682 MY BRILLIANT ANGEL 牝 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1997年4月18日

北海道 春香ﾎｰｽﾗﾝﾁ 15-01-683 ATACADABRA 牝 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1999年5月5日

北海道 春香ﾎｰｽﾗﾝﾁ 15-01-684 CHOCOLAT DOT EXPRESS 牝 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2000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

北海道 春香ﾎｰｽﾗﾝﾁ 15-01-685 SMART RAINBOW 牝 河原毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2007年4月14日

北海道 春香ﾎｰｽﾗﾝﾁ 15-01-686 TASUNKA WITKO DUN IT せん 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2011年7月6日


