
RRC障害馬術競技（引退競走馬杯）　（90㎝）　エントリー 会場：ノーザンホースパーク

北海道大会 開催日：2019.10.12 開始時間：11時20分

走行タイム 減点 走行タイム 減点

1 北海道　札幌市 モモセライディングファーム 百瀬　利宏 コンゴウリキ 北海道 6 ｾﾝ 栗 マツリダゴッホ コンゴウエンジェル コンゴウリキ

2 北海道　札幌市 真駒内乗馬クラブ 中垣　彩也加 エックスマーク 北海道 10 ｾﾝ 鹿 ディープインパクト ショアー エックスマーク

3 北海道　安平町 ノーザンファーム 横山　瞬 タガノメルシー 北海道 4 牝 黒鹿 キンシャサノキセキ キープザフェイス タガノメルシー

4 北海道　日高町 白井牧場不二ファーム 白井　岳 ピースワントップ 北海道 4 ｾﾝ 栗 マツリダゴッホ デオ ピースワントップ

5 北海道　帯広市 帯広畜産大学 太田　夕暉 プレスト 北海道 5 ｾﾝ 黒鹿 キングカメハメハ ポップコーンジャズ プレスト

6 北海道　日高町 白井牧場不二ファーム 武田　有紗 ヴォレルトン 北海道 4 牝 栗 プリサイスエンド スイングサンデー ヴォレルトン

7 北海道　安平町 早来エクワインファーム 村下　文兵 オーバーザリミッツ 北海道 4 ｾﾝ 栗 パイロ オリミツキネン オーバーザリミッツ

8 北海道　江別市 酪農学園大学 上村　駿介 プレシャスメモリー 北海道 5 牝 黒鹿 キングズベスト フラワーホーラー プレシャスメモリー

9 北海道　帯広市 帯広畜産大学 日笠　滉大 マニアックスター 北海道 5 ｾﾝ 黒鹿 ヴァーミリアン シンフォニーライツ マニアックスター

10 北海道　札幌市 モモセライディングファーム 百瀬　利宏 キングカラカウア 北海道 7 ｾﾝ 黒鹿 キングカメハメハ ジターナ キングカラカウア

11 北海道　札幌市 モモセライディングファーム 若生　五月 サトノギャラント 北海道 10 ｾﾝ 黒鹿 シンボリクリスエス スティンガー サトノギャラント

12 北海道　安平町 早来エクワインファーム 荒木　杏里 ダノンムーン 北海道 10 ｾﾝ 鹿 ディープインパクト ムーンレディ ダノンムーン

13 北海道　札幌市 北海道大学 宮川　寛希 北陽 北海道 6 ｾﾝ 栗 キングカメハメハ ムードインディゴ ノガロ

14 北海道　江別市 酪農学園大学 室月　遼 リスヴェリアート 北海道 9 ｾﾝ 鹿 ウォーエンブレム バレエブラン リスヴェリアート

15 北海道　北広島市 北広島乗馬クラブ 城　憲司 セラドン 北海道 5 ｾﾝ 栗 トビーズコーナー ミスダイナクリス セッカチセラドン

16 北海道　安平町 ノーザンファーム 橋本　雄太 ブライトエンブレム 北海道 7 ｾﾝ 鹿 ネオユニヴァース ブラックエンブレム ブライトエンブレム

17 北海道　日高町 白井牧場不二ファーム 森　朱里 ティズドラゴン ｱﾒﾘｶ 7 ｾﾝ 鹿 Tiznow Spring Awakening ティズドラゴン

18 北海道　札幌市 モモセライディングファーム 百瀬　利宏 アドマイヤカーリン 北海道 11 ｾﾝ 青鹿 ディープインパクト スプリットザナイト アドマイヤカーリン

19 北海道　江別市 酪農学園大学 渡邊　洋人 ボン・ダ・ジョー 北海道 3 牡 鹿 ワークフォース クラウンプリンセス クラウンプリンセスの2016

20 北海道　札幌市 モモセライディングファーム 若生　五月 アンフェインド 北海道 5 ｾﾝ 鹿 ハービンジャー ミルフィオリ アンフェインド

21 北海道　安平町 ノーザンファーム 横山　瞬 ラストインパクト 北海道 9 ｾﾝ 青鹿 ディープインパクト スペリオルパール ラストインパクト

22 北海道　札幌市 モモセライディングファーム 百瀬　利来 アレイオブサン 北海道 6 ｾﾝ 芦 ステイゴールド ディアジーナ アレイオブサン

23 北海道　江別市 酪農学園大学 上村　駿介 サナシオン 北海道 10 ｾﾝ 鹿 シンボリクリスエス ジェダイト サナシオン

24 北海道　江別市 酪農学園大学 佐藤　典弘 パワースッラガー 北海道 8 ｾﾝ 鹿 ウインラディウス クリスタルフローラ パワースラッガー

※出場順等変更する場合があります

年齢 性別 毛色 父馬 母馬 競走馬時代名産地馬名
1段階目 2段階目 総

減
点

順位 № 府県名 所属 選手名


