
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

四国 （有）徳島乗馬倶楽部 09-02-044 はなたまご（プリプリももちゃん） 牝 鹿駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2002年8月16日

四国 （有）徳島乗馬倶楽部 13-16-534 セイル・ノルベルト せん 芦毛 KWPN種 1995年5月12日

四国 （有）徳島乗馬倶楽部 14-16-569 すだち丸 せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月6日

四国 （有）徳島乗馬倶楽部 18-16-468 キャヴェンディッシュ せん 黒鹿毛 KWPN種 2005年4月17日

四国 （有）徳島乗馬倶楽部 18-16-470 ロイヤルシュガー せん 芦毛 KWPN種 2014年2月15日

四国 （有）徳島乗馬倶楽部 19-16-513 チェアフルハイジ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年2月18日

四国 （有）徳島乗馬倶楽部 19-16-514 ボブ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年2月23日

四国 （有）徳島乗馬倶楽部 19-16-515 アニモ 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2016年4月27日

四国 （有）徳島乗馬倶楽部 19-16-516 ポニオ 牡 黒鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 2014年1月1日

四国 （有）徳島乗馬倶楽部 960668 アルバトロス（ﾁｱｽﾞｸﾞﾚｲﾄ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年6月2日

四国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ松山 05-17-688 ミルキークィーン（ﾊﾟﾚｽ） 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年6月4日

四国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ松山 08-09-408 レジェルマン（ｼﾞｮﾆｰｳｫｰｶｰ） 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月24日

四国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ松山 12-15-534 ネロ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月3日

四国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ松山 15-16-597 レスピエーグル 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月4日

四国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ松山 15-16-598 エイシンロックオン 牡 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年4月13日

四国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ松山 17-16-509 シーザー せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1998年3月23日

四国 （株）MRC乗馬ｸﾗﾌﾞ松山 17-16-510 トラジェクトワ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年1月28日

四国 （有）ｴﾋﾒ乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-16-682 キラリ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年4月10日

四国 （有）ｴﾋﾒ乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-16-539 ミルキィ 牝 芦毛 ﾎﾟﾆｰ種 1999年4月14日

四国 （有）ｴﾋﾒ乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-16-474 ジェラード せん 栗毛 ﾄﾞｲﾂ温血種 1994年12月2日

四国 （有）ｴﾋﾒ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-16-471 心丸 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年4月26日

四国 （有）ｴﾋﾒ乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-16-472 ルーチェ 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年3月18日

四国 高知ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 00-17-832 ポートランド（ｾﾞﾝ） せん 芦毛 半血種 1992年10月4日

四国 高知ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 12-16-544 ブラックラグーン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月13日

四国 高知ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 13-16-541 半平太（ｵｽﾗ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月30日

四国 高知ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 14-16-571 メロ・イエロー 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年5月6日

四国 高知ﾎｰｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 990640 パンナコッタ（ｴﾙｼﾄﾞ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年5月7日

四国 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｽﾀﾘｵﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ　 03-16-847 ポコ 牡 駁青毛 ﾎﾟﾆｰ種 1999年1月1日

四国 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｽﾀﾘｵﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ　 12-16-553 ウェルネス 牝 青毛 ﾊﾉｰﾊﾞｰ種 2000年12月5日

四国 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｽﾀﾘｵﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ　 15-16-600 ミ・アモーレ 牡 青毛 KWPN種 2006年7月2日

四国 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｽﾀﾘｵﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ　 15-16-604 若葉 せん 鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 1999年5月18日

四国 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｽﾀﾘｵﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ　 16-16-476 ニックナック・アイ 牝 鹿毛 ｳｫｰﾑﾌﾞﾗｯﾄﾞ種 2009年10月20日

四国 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｽﾀﾘｵﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ　 17-16-511 薫風丸 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月27日

四国 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｽﾀﾘｵﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ　 17-16-513 紅蓮 牡 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月19日

四国 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｽﾀﾘｵﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ　 18-16-473 しじみ 牝 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2013年5月8日

四国 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｽﾀﾘｵﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ　 18-16-474 インディアナクロス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月26日

四国 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ｽﾀﾘｵﾝｽﾃｰﾌﾞﾙ　 990908 ビッキー(ﾋﾞｯｸﾞｸﾞｱｳﾝﾄﾞｱｲｽﾞ) せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1992年5月9日

四国 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞritmo 16-16-479 Jボーイ せん 鹿毛 KWPN種 1998年7月2日

四国 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞritmo 16-16-480 カルーナ 牝 鹿毛 ﾊﾉｰﾊﾞｰ種 2001年5月2日

四国 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞritmo 16-16-482 コンタンゴ せん 栃栗毛 ﾗﾄﾋﾞｱﾝ温血種 2003年4月5日

四国 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞritmo 16-16-483 ナイル せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年2月8日

四国 ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞritmo 16-16-484 アナ 牝 鹿毛 半血種 2006年1月1日


