
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（北海道地区乗馬大会） 開催日：2020.10.03 競技開始時間　11：30

走行タイム

1 苫小牧市 ノーザンホースパーク 林　優 ラストインパクト 0 北海道 2010年1月21日 10 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 2017.11.26東京

2 日高町 白井牧場不二ファーム 白井　岳 アンセム 0 北海道 2014年4月10 6 ｾﾝ 鹿 ディープインパクト オータムメロディー アンセム 2019.1.26京都

3 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 0 北海道 2015年4月19日 5 ｾﾝ 栗 パイロ オリミツキネン オーバーザリミッツ 未出走

4 札幌市 モモセライディングファーム 上村　駿介 スズカリバー 0 北海道 2012年3月20日 8 ｾﾝ 鹿 サウスヴィグラス リバティーベル スズカリバー 2019.11.7門別

5 札幌市 モモセライディングファーム 若生　五月 ルビーオーシャン 0 北海道 2016年3月27日 4 牡 鹿 ワークフォース オアシスムーン ルビーオーシャン 未出走

6 北広島市 北広島乗馬クラブ 城　憲司 セラドン 0 北海道 2014年4月26日 6 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 2017.12.27金沢

7 安平町 ノーザンファーム 中村　陽樹 メドウラーク 0 北海道 2011年4月5日 9 ｾﾝ 鹿 タニノギムレット アゲヒバリ メドウラーク 2020.8.1新潟

8 日高町 白井牧場不二ファーム 森　朱里 ティズドラゴン 0 ｱﾒﾘｶ 2012年4月29日 8 ｾﾝ 鹿 Tiznow Spring Awakening ティズドラゴン 2017.11.2門別

9 日高町 白井牧場不二ファーム 笠原　太郎 オースミラナキラ 0 北海道 2012年3月25日 8 ｾﾝ 鹿 ハーツクライ オースミハルカ オースミラナキラ 2018.6.17阪神

10 江別市 酪農学園大学馬術部 斎藤　はる ビヨンドザウィンド 0 北海道 2016年3月22日 4 ｾﾝ 黒鹿 エイシンフラッシュ デコレイト ビヨンドザウインド 未出走

11 札幌市 モモセライディングファーム 百瀬　利来 レッドルドラ 0 北海道 2014年4月8日 6 ｾﾝ 黒鹿 ヴィクトワールドピサ フローリオット レッドルドラ 2018.9.15阪神

12 札幌市 モモセライディングファーム 西野　城太郎 タガノアシュラ 0 北海道 2014年3月17日 6 牡 鹿 マンハッタンカフェ レイサッシュ タガノアシュラ 2019.3.21園田

13 札幌市 モモセライディングファーム 百瀬　光 キングカラカウア 0 北海道 2012年4月20日 8 ｾﾝ 黒鹿 キングカメハメハ ジターナ キングカラカウア 2017.7.18門別

14 安平町 ノーザンファーム 筒井　龍伸 イモータル 0 北海道 2013年1月29日 7 ｾﾝ 青鹿 マンハッタンカフェ ショアー イモータル 2020.4.11阪神

15 安平町 早来エクワインファーム 村下　文兵 ラスベガステソーロ 0 ｱﾒﾘｶ 2016年2月28日 4 ｾﾝ 黒鹿 Tiznow Ｇarden District ラスベガステソーロ 2019.7.14福島

16 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 0 北海道 2009年2月13日 11 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 2017.7.1中京

17 江別市 酪農学園大学馬術部 室月　遼 ブラックジルベルト 0 北海道 2015年4月2日 5 ｾﾝ 黒鹿 ノヴェリスト ラッシュライフ ブラックジルベルト 2019.4.21京都

18 日高町 白井牧場不二ファーム 白井　岳 ピンストライプ 0 北海道 2012年3月15日 8 ｾﾝ 青鹿 バゴ アバヤ ピンストライプ 2018.1.18京都

19 安平町 ノーザンファーム 横山　瞬 ロイカバード 0 北海道 2013年3月8日 7 ｾﾝ 黒鹿 ディープインパクト アゼリ ロイカバード 2018.9.23阪神

20 札幌市 モモセライディングファーム 上村　駿介 コンゴウリキ 0 北海道 2013年5月1日 7 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 2018.9.8中山

※出場順等変更する場合があります
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