
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

静岡 伊豆下田乗馬ｸﾗﾌﾞ 01-10-449 サウスチェリー せん 栗駁毛 半血種 1997年5月1日

静岡 伊豆下田乗馬ｸﾗﾌﾞ 04-10-454 シルバー 牡 栗毛 半血種 2000年4月26日

静岡 伊豆下田乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-10-402 トロイア せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年4月30日

静岡 伊豆下田乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-10-422 ドリーム せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月10日

静岡 伊豆下田乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-10-350 シェリー・メイ（ｼｪﾘｰﾒｲ） 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年2月28日

静岡 伊豆下田乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-10-307 ルドルフ せん 栗毛 半血種 2010年4月24日

静岡 伊豆下田乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-10-249 カイル・ヤマトホープ せん 駁栗毛 日本乗系種 2007年4月20日

静岡 平沢ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 11-13-498 ラム（ﾌﾗﾜｰｶﾝﾊﾟﾆｰ） 牝 駁鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ系種 2006年7月7日

静岡 平沢ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 14-07-278 シーダーラック（ｼｰｻﾞｰ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月12日

静岡 平沢ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 14-10-326 ハーミー 牝 尾花栗毛 半血種 2002年5月5日

静岡 平沢ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 15-10-391 ビンセントチャンス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月10日

静岡 平沢ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 15-10-392 はじめ せん 黒鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 2005年1月1日

静岡 平沢ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 19-10-323 バンビ せん 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2015年5月15日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 03-13-683 シンフォニー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年5月2日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-20-350 ミシェル（ﾊﾟﾄﾘｯｸ） せん 栗毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 2001年4月18日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-01-042 ホワイトピーチ（ｺｺﾍﾟﾘ） 牝 駁鹿毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2003年5月25日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-10-408 シュクレマロン(ｼﾞｮｰｱﾗﾓｰﾄﾞ) 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年3月3日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 06-10-412 バグー(ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ) せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年5月18日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 07-10-355 半田山(ﾊﾝﾀｰﾊﾞﾚｰ) せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年8月1日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-10-426 バフィー 牝 栗毛 半血種 1996年6月1日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-10-430 サッチモ せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月3日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 09-10-434 ピノ 牡 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2007年1月1日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-10-349 クロエ 牝 栗毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 2007年1月1日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-10-350 メロンパン せん 月毛 ﾎﾟﾆｰ種 2003年1月1日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-10-336 モデレート せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年3月4日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-10-337 ツインイーグル せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年2月18日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-10-340 ドゥボンヌール 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年3月21日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-10-367 ブラックストーン せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月18日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-10-351 マイネルブラウ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年5月13日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 12-10-354 スヌーピー せん 駁栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 2001年5月1日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-10-296 もみじ 牝 黒鹿毛 半血種 1999年6月6日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-10-328 とくちゃん せん 栗毛 半血種 2004年1月1日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-10-329 ヤマノベガ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年6月2日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-10-330 ジュリエット 牝 鹿毛 半血種 2007年5月1日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-10-331 凛 牝 鹿粕毛 半血種 2007年6月15日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-10-395 ドリームヒメ 牝 鹿毛 日本乗系種 2008年8月28日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-10-396 ラブパレード せん 鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 2002年7月10日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-10-397 アレックス せん 鹿駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2011年1月1日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-10-308 パッチ せん 駁栗毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2013年5月2日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-10-291 モチ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月25日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-10-292 エディ せん 小班 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2003年1月1日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-10-250 クラウド せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年1月31日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 18-10-251 サム せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月6日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-10-324 ガレット せん 黒鹿毛 日本乗系種 2015年12月3日

静岡 （有）HAS浜松乗馬ｸﾗﾌﾞ 19-10-325 コスモス 牝 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種 2003年8月22日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 01-10-463 ジョージ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年1月1日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 04-10-462 スノーウィーリバー 牝 芦毛 半血種 1996年1月1日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 05-10-394 アードアフライ せん 河原毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1988年8月1日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 08-10-429 パステル 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年4月13日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 11-10-342 ウォーロード 牡 芦毛 ﾊﾉｰﾊﾞｰ種 1996年11月29日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 12-10-357 ウェポン せん 栗毛 半血種 2000年8月1日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 14-10-334 ライジングサン せん 芦毛 半血種 2006年8月1日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 14-10-338 ハーベスト 牝 芦毛 半血種 2012年5月20日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 15-10-398 ライアン 牡 芦毛 半血種 2013年4月4日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 15-10-399 クリスピー 牡 鹿毛 半血種 2013年5月21日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 16-10-311 チェリースマイル 牝 鹿毛 半血種 2014年2月5日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 16-10-312 ハッピィターン せん 芦毛 半血種 2014年3月24日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 17-10-293 メイプルビスケット 牝 鹿毛 半血種 2015年4月8日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 18-10-253 ピクシー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年5月15日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 18-10-254 リューク せん 鹿毛 半血種 2009年2月14日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 18-10-255 ピコ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2013年3月11日

静岡 （有）ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞﾌｼﾞﾌｧｰﾑ 19-10-326 クラウディウス せん 芦毛 ﾎﾙｼｭﾀｲﾅｰ種 2002年4月30日

静岡 相模乗馬研究所 02-07-288 カール（ｶｰﾙﾄﾝ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年5月7日

静岡 相模乗馬研究所 03-04-232 竜王(ｻﾝﾌﾗﾜｰ) せん 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1994年3月24日

静岡 相模乗馬研究所 03-10-561 キューちゃん せん 栗駁毛 ﾎﾟﾆｰ種

静岡 相模乗馬研究所 05-07-302 セナ（ｻﾝﾀﾞｰ） せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年5月31日

静岡 相模乗馬研究所 09-10-440 たまごっち 牝 鹿毛 半血種 1997年5月5日

静岡 相模乗馬研究所 11-10-348 エルゼウス せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年6月10日

静岡 相模乗馬研究所 11-10-349 メロン せん 鹿毛 日本乗系種 2006年5月30日

静岡 相模乗馬研究所 15-10-400 シルバー せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年5月28日

静岡 相模乗馬研究所 15-10-401 ダブルクロス せん 栗毛 半血種 1993年1月1日

静岡 相模乗馬研究所 15-10-403 メモリージョイフル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年2月25日

静岡 相模乗馬研究所 16-10-315 モモネシャイン 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年3月27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

静岡 相模乗馬研究所 18-10-257 ひめ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年5月20日

静岡 相模乗馬研究所 19-10-327 シャフツベリー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年3月6日

静岡 相模乗馬研究所 19-10-328 シンボルハート 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年2月20日

静岡 相模乗馬研究所 960241 ダイアナ（ﾋﾛｵﾀﾞｲｱﾅ） 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1991年3月14日

静岡 相模乗馬研究所 990488 はな丸 牝 栗毛 ﾎﾟﾆｰ種 1993年5月12日

静岡 ELCﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｭﾁｰﾑ 06-10-433 プレステージ せん 黒鹿毛 ﾄﾗｹｰﾈﾝ種 1996年5月1日

静岡 ELCﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｭﾁｰﾑ 06-10-434 ダイゴバクシンオー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年5月12日

静岡 ELCﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｭﾁｰﾑ 07-10-367 キープオンドリーム せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月4日

静岡 ELCﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｭﾁｰﾑ 14-10-622 ネグレスコ せん 鹿毛 ﾍﾞﾙｼﾞｱﾝ系種 1991年1月1日

静岡 ELCﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｭﾁｰﾑ 14-10-623 アヴァロン せん 鹿毛 ﾄﾗｹｰﾈﾝ種 2002年4月1日

静岡 ELC ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｭﾁｰﾑ 19-10-329 アルフォンソZ せん 鹿毛 ｻﾞﾝｶﾞｰｼｬｲﾃﾞ種 1996年4月19日

静岡 ELC ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｭﾁｰﾑ 19-10-330 アンジェロ せん 栗毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 1997年4月1日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 01-10-472 CRYSTAL　MOON 牝 鹿粕毛 ｳｪﾙｼｭ･ﾎﾟﾆｰ系種 1994年8月20日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 03-10-581 ノエル 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月18日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 03-10-582 パナソ せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月29日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 03-10-583 クリリン 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年4月20日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 05-10-409 ファゼット せん 黒鹿毛 ﾃﾞﾝﾏｰｸ温血種 1992年3月29日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 09-10-436 フェルメール 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年5月5日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 09-10-447 ハーマイオニー 牝 月毛 ｳｪﾙｼｭ･ﾎﾟﾆｰ種 2003年3月23日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 09-14-605 ウォーターゼットン（ﾗ･ｶﾝﾊﾟﾈﾗ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月28日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 10-10-356 カスタードムーン 牝 月毛 ｳｪﾙｼｭ･ﾎﾟﾆｰ種 2005年6月21日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 11-10-353 アルファ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年3月15日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 11-10-354 ブラウニー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月2日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 13-10-310 シャドー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月11日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 13-10-311 ダルタニアン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月28日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 13-10-313 ハリームーン せん 月毛 ｳｪﾙｼｭ･ﾎﾟﾆｰ種 2009年5月29日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 14-10-339 パティキュール・ドゥ・マージル 牝 鹿毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 2003年3月28日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 14-10-341 フェリシダージ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月21日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 14-14-504 カデット（陽鵬） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年3月7日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 15-10-404 ティアモ せん 鹿毛 KWPN種 2000年8月27日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 15-10-406 グレースウィンザー 牝 河原毛 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾟﾆｰ種2008年6月4日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 17-10-297 オゴデイ せん 薄墨毛 ｾﾙ・ﾌﾗﾝｾ系種 2013年5月1日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 17-10-298 スパイス せん 栗粕毛 ｳｪﾙｼｭﾊﾟｰﾄ種 2013年4月10日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 19-10-331 グラン 牝 駁鹿毛 半血種 2003年6月2日

静岡 ﾊﾟﾛﾐﾉﾎﾟﾆｰｸﾗﾌﾞ 19-10-332 ルピナス せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月26日

静岡 （有）乗馬ｸﾗﾌﾞﾆｭｰｼｰｽﾞﾝ御殿場 12-03-074 レイ（源吉） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年3月14日

静岡 （有）乗馬ｸﾗﾌﾞﾆｭｰｼｰｽﾞﾝ御殿場 15-10-407 ケイカ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1996年1月1日

静岡 （有）乗馬ｸﾗﾌﾞﾆｭｰｼｰｽﾞﾝ御殿場 16-10-316 レインキャスケード せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月18日

静岡 （有）乗馬ｸﾗﾌﾞﾆｭｰｼｰｽﾞﾝ御殿場 16-10-317 ポポロン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年5月26日

静岡 （有）乗馬ｸﾗﾌﾞﾆｭｰｼｰｽﾞﾝ御殿場 19-10-333 ラニ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年4月11日

静岡 （株）ｵﾘｴﾝﾄ馬事ｾﾝﾀｰ 17-07-235 リンゴ せん 栗駁毛 半血種 1997年6月20日

静岡 （株）ｵﾘｴﾝﾄ馬事ｾﾝﾀｰ 18-10-258 ムーン せん 月毛 半血種 1996年5月14日

静岡 （株）ｵﾘｴﾝﾄ馬事ｾﾝﾀｰ 18-10-260 トラ 牡 栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2013年5月13日

静岡 （株）ｵﾘｴﾝﾄ馬事ｾﾝﾀｰ 19-10-334 メジロダッチェス 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年5月10日

静岡 （株）ｵﾘｴﾝﾄ馬事ｾﾝﾀｰ 19-10-335 メイショウテッサイ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年2月8日

静岡 （株）ｵﾘｴﾝﾄ馬事ｾﾝﾀｰ 19-10-336 スカイライン せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月2日

静岡 （株）ｵﾘｴﾝﾄ馬事ｾﾝﾀｰ 19-10-337 サンディー 牝 栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2011年5月5日

静岡 （有）ﾗﾌﾞﾘｰﾎｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 01-10-486 テイエムサンロード せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年4月1日

静岡 （有）ﾗﾌﾞﾘｰﾎｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 03-05-274 LHジェニー（ﾗｸﾛｽ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年4月26日

静岡 （有）ﾗﾌﾞﾘｰﾎｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 10-10-361 ノヴァッチ 牝 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2008年9月17日

静岡 （有）ﾗﾌﾞﾘｰﾎｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 18-10-261 LHサチモ せん 鹿毛 KWPN種 2000年1月26日

静岡 （有）ﾗﾌﾞﾘｰﾎｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 19-10-338 スペンサー せん 青毛 半血種

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-10-433 ジョープロテクター 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1994年4月17日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 05-10-437 ヴィヴィアン 牝 栗毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 2004年4月1日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 08-10-465 リオン せん 黒鹿毛 半血種 1997年1月1日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 08-10-466 マイスター・Ｊ せん 黒鹿毛 KWPN種 1994年4月4日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 11-10-371 ヒメ 牝 青粕毛 ﾎﾟﾆｰ種 1996年4月24日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 13-10-322 ユニコ せん 青毛 半血種 2001年5月11日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-10-343 カリッシュ せん 栗毛 半血種 2004年6月29日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 14-10-344 Be My Boy せん 鹿毛 半血種 2006年3月23日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 15-10-412 フリーデンシャネル せん 鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2011年4月3日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-10-299 ラブ　モアー 牝 栗毛 ﾌﾞﾙﾃﾝﾍﾞﾙｸ種 1996年2月1日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-10-300 サトノパテック せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月1日

静岡 静岡乗馬ｸﾗﾌﾞ 17-10-301 晴喜 せん 黒鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2013年3月27日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 01-10-502 ドット せん 鹿毛 ｼｪｯﾄﾗﾝﾄﾞ･ﾎﾟﾆｰ種 1987年5月1日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 05-10-396 レディー（ﾐｽﾎｸﾄ） 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年5月5日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 05-10-439 タイニー せん 栗毛 半血種 1990年1月1日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 05-10-441 オンブライアン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1992年2月24日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 05-10-442 ステアリング せん 芦毛 半血種 1994年11月13日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 08-06-296 イケヅキアラン（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ） 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月13日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 08-08-349 ダンディ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年2月15日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 08-10-470 タヌー せん 鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 2002年4月5日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 09-10-461 クアトロガッツ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年3月30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

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 11-10-374 ネオ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年5月29日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 12-04-154 春（ｽｸﾘｭｰｷｯﾄﾞ） せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2003年4月16日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 12-10-378 ユノナゲット せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年2月21日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 12-10-380 ハニー 牝 黒鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2004年4月10日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 13-10-306 アグネス 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月23日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 13-10-323 サンセレ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年3月23日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 15-16-593 ペガサスフォース せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月8日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 16-10-318 エーピーブリーズ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年5月31日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 16-10-320 タイガーアイ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月24日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 16-10-323 ヘリオ 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2005年4月24日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 16-10-325 メジャー 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月19日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 17-10-302 バンダム せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年4月13日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 18-10-263 モノグラム せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年3月21日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 19-10-339 モルガナイト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年2月7日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 19-10-340 ヴィータ 牝 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年3月31日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 19-10-341 ドレッサー 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月20日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 19-10-342 マテンロウリバー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2012年2月17日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 19-10-343 パートナーズ 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月31日

静岡 乗馬ｸﾗﾌﾞ　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ浜北 19-10-344 プライムタイム 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年3月12日

静岡 奥山高原乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-10-363 ギガトン せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年3月23日

静岡 奥山高原乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-10-364 ハードムーン せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月27日

静岡 奥山高原乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-10-365 ティエラ せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月7日

静岡 奥山高原乗馬ｸﾗﾌﾞ 10-10-366 ヘヴンリィー 牝 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2006年4月11日

静岡 奥山高原乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-10-326 ロワヴェール せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月15日

静岡 奥山高原乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-10-327 サルターレ 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年5月21日

静岡 奥山高原乗馬ｸﾗﾌﾞ 16-10-328 アスラン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月24日

静岡 ｳﾞｨﾙﾀｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 07-10-365 シャイニングスター（ﾎﾟﾙｼｪ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2001年3月4日

静岡 ｳﾞｨﾙﾀｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 08-10-439 ルンヌドオール（ﾋﾞｸﾄﾘｱⅦ） せん 月毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1997年1月1日

静岡 ｳﾞｨﾙﾀｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 15-10-413 シャイロスパーク せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年4月7日

静岡 ｳﾞｨﾙﾀｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 15-10-414 ブルーメ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年6月9日

静岡 ｳﾞｨﾙﾀｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 15-10-415 ミッドナイト せん 黒鹿毛 KWPN種 2007年6月21日

静岡 ｳﾞｨﾙﾀｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 15-10-416 コンコルド せん 鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 1996年1月1日

静岡 ｳﾞｨﾙﾀｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 16-10-329 Cee Cutters Little 牝 月毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2007年4月27日

静岡 ﾌｧﾅｳｽﾃｰﾌﾞﾙ 00-13-660 コウエイスマイル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1993年3月18日

静岡 ﾌｧﾅｳｽﾃｰﾌﾞﾙ 17-10-303 アロータイガー せん 黒鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1996年3月23日

静岡 ﾌｧﾅｳｽﾃｰﾌﾞﾙ 18-10-265 バーベリーMV 牝 粕毛 NZSH種 2004年8月1日

静岡 ﾌｧﾅｳｽﾃｰﾌﾞﾙ 18-10-266 ファナウイーグル せん 鹿毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 2011年5月2日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 12-03-114 ベイリー（ﾕﾆﾊﾞｰｽﾊﾟﾜｰ） 牡 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年3月30日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 17-10-306 スティーブン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年5月14日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 17-10-308 プリンセスロータス 牝 鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2008年5月25日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 17-10-309 グッドフェラー せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年4月11日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 17-10-310 シンフォニー 牝 鹿毛 ﾍﾞﾙｷﾞｰ温血種 2008年2月21日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 17-10-311 ジューン 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月3日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 17-10-312 マキシマムフライ 牡 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年5月5日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 17-10-313 ディスティニー 牝 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年2月23日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 17-10-314 ブラックサンダー せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2009年4月23日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 17-10-315 レイ 牝 栗毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 18-10-267 アーサーキング せん 鹿毛 ｳｴｽﾄﾌｧｰﾚﾝ種 1999年3月28日

静岡 岡本ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 19-10-345 リバン 牡 黒鹿毛 日本ｽﾎﾟｰﾂﾎｰｽ種 2016年10月1日

静岡 天城ﾎｰｽﾋﾞﾚｯｼﾞ 18-10-269 ゲイン・グラウンド せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2000年4月11日

静岡 天城ﾎｰｽﾋﾞﾚｯｼﾞ 18-10-270 ブライアン せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2002年4月7日

静岡 天城ﾎｰｽﾋﾞﾚｯｼﾞ 18-10-271 エクセリオン せん 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2007年5月3日

静岡 天城ﾎｰｽﾋﾞﾚｯｼﾞ 18-10-272 アスキーコード せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年4月28日

静岡 天城ﾎｰｽﾋﾞﾚｯｼﾞ 18-10-273 梅 牝 栗毛 日本乗系種 2016年4月21日

静岡 天城ﾎｰｽﾋﾞﾚｯｼﾞ 19-10-346 アルタイル せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年3月16日

静岡 天城ﾎｰｽﾋﾞﾚｯｼﾞ 19-10-347 アムロ せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年1月1日


