
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

山梨 ｺﾝﾁｪﾙﾄｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ 14-09-312 リー せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2008年2月28日

山梨 ｺﾝﾁｪﾙﾄｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ 18-09-243 クロマメ せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年5月25日

山梨 ｺﾝﾁｪﾙﾄｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ 19-09-318 チャーリー せん 鹿毛 ﾎﾟﾆｰ種 1992年6月6日

山梨 ｺﾝﾁｪﾙﾄｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ 19-09-319 ブラックマイスター せん 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2014年5月6日

山梨 ｺﾝﾁｪﾙﾄｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ 19-09-320 ホーネットドリーム せん 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2015年4月14日

山梨 ﾉｰｽﾗﾝﾄﾞﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 08-09-400 ノースブライト せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1997年1月1日

山梨 ﾉｰｽﾗﾝﾄﾞﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 14-09-314 ノースダンス せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年4月30日

山梨 ﾉｰｽﾗﾝﾄﾞﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 18-09-245 走れコータロー 牝 粕毛 木曽馬系種 1996年5月5日

山梨 ﾉｰｽﾗﾝﾄﾞﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 18-09-247 エルスケ せん 芦毛 ﾎﾟﾆｰ種 2008年6月24日

山梨 ﾉｰｽﾗﾝﾄﾞﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 18-09-248 銀龍 せん 鹿粕毛 日本ﾎﾟﾆｰ種 2015年4月20日

山梨 八ヶ岳乗馬会 01-05-297 アルディー（ｸﾞﾘｰﾝｸﾚｰｼｰ） せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年3月7日

山梨 八ヶ岳乗馬会 03-09-519 ジョイス 牝 青鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1998年4月7日

山梨 八ヶ岳乗馬会 04-07-365 シルバークラウン 牡 芦毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1999年3月3日

山梨 ﾊﾟﾃﾞｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 06-09-392 ルパン せん 駁鹿毛 半血種 1998年5月21日

山梨 ﾊﾟﾃﾞｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 07-09-350 スムーザー せん 鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種

山梨 ﾊﾟﾃﾞｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 09-09-417 オレオ せん 鹿駁毛 ｱﾊﾟﾙｰｻ種 2005年1月1日

山梨 ﾊﾟﾃﾞｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 09-09-419 レクサス 牝 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2006年1月1日

山梨 ﾊﾟﾃﾞｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 10-09-338 メニー せん 河原毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2002年5月16日

山梨 ﾊﾟﾃﾞｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 13-09-292 ピギー 牝 駁毛 半血種 2001年5月14日

山梨 ﾊﾟﾃﾞｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 13-09-294 エアーガン 牡 駁毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2008年3月25日

山梨 ﾊﾟﾃﾞｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 14-09-319 ウーピーパイ せん 栗毛 半血種 2012年11月15日

山梨 ﾊﾟﾃﾞｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 14-09-321 くろべえ 牡 黒鹿毛 ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽ種 2012年2月15日

山梨 ﾗﾝｸﾞﾗｰﾗﾝﾁ 08-09-415 リオス・ラッキー・スピン せん 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1996年4月17日

山梨 ﾗﾝｸﾞﾗｰﾗﾝﾁ 14-09-313 イリノイ（ｶﾌｪ） 牝 栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2011年2月26日

山梨 ﾗﾝｸﾞﾗｰﾗﾝﾁ 15-09-388 バンカー せん 鹿毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2002年4月20日

山梨 ﾗﾝｸﾞﾗｰﾗﾝﾁ 17-09-283 ワラワラビッグバン せん 河原毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2009年4月8日

山梨 ﾗﾝｸﾞﾗｰﾗﾝﾁ 17-09-284 キャンドルマン せん 栃栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2010年4月20日

山梨 ﾗﾝｸﾞﾗｰﾗﾝﾁ 17-09-285 マデラスビッグステップ せん 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2010年4月1日

山梨 ﾗﾝｸﾞﾗｰﾗﾝﾁ 17-09-286 バーニングダウンティンセルタウン せん 月毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2011年4月12日

山梨 ﾗﾝｸﾞﾗｰﾗﾝﾁ 17-09-287 スマーターレボリューション せん 栗毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 2012年5月18日

山梨 ﾘﾌｧｲﾝ･ｴｸｲﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｰ 08-09-418 リファイン 牡 鹿毛 ｾﾙ･ﾌﾗﾝｾ種 1993年5月11日

山梨 ﾘﾌｧｲﾝ･ｴｸｲﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｰ 09-09-420 シグロ せん 芦毛 ｱﾝﾀﾞﾙｼｱﾝ種 2001年4月3日

山梨 ﾘﾌｧｲﾝ･ｴｸｲﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｰ 10-09-344 オロバス せん 鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2004年5月31日

山梨 ﾘﾌｧｲﾝ･ｴｸｲﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｰ 15-09-390 コバコ 牝 栗毛 ｱﾝｸﾞﾛｱﾗﾌﾞ種 1998年5月22日

山梨 ﾘﾌｧｲﾝ･ｴｸｲﾝ･ｱｶﾃﾞﾐｰ 17-09-288 アレッジド　リーズン せん 黒鹿毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 2010年5月10日

山梨 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ八ヶ岳 12-17-555 CHIQUITO  SPARK せん 月毛 ｸｫｰﾀｰﾎｰｽ種 1996年4月9日

山梨 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ八ヶ岳 16-09-305 ボルドー せん 栗毛 ｱﾗﾌﾞ系種 2012年1月1日

山梨 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ八ヶ岳 17-09-290 リバイバル せん 栗毛 ｱﾗﾌﾞ系種 2013年4月23日

山梨 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ八ヶ岳 19-09-321 カルガリー せん 月毛 半血種 2015年3月5日

山梨 ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟ八ヶ岳 19-09-322 ジョーイ せん 鹿毛 日本乗系種 2016年8月20日

山梨 ﾎｰｽﾌﾞﾘｯｼﾞ 00-09-502 ルナ・スター 牝 栃栗毛 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ種 1995年4月10日

山梨 ﾎｰｽﾌﾞﾘｯｼﾞ 00-09-503 グレイス 牝 栗毛 半血種 1997年2月12日

山梨 ﾎｰｽﾌﾞﾘｯｼﾞ 03-09-516 ピリカ 牝 鹿毛 半血種 2001年1月23日

山梨 ﾎｰｽﾌﾞﾘｯｼﾞ 04-09-429 マミー 牝 栃栗毛 半血種 2002年3月27日

山梨 ﾎｰｽﾌﾞﾘｯｼﾞ 11-09-331 ミルキー せん 栗毛 ﾊﾌﾘﾝｶﾞｰ種 1999年1月18日


