
RRCファイナル大会2021　障害馬術競技出場馬 2021.11.24現在

回数 地域大会 地域順位 都府道府県 クラブ名 馬名 競走馬時代名 2021年入賞歴 産地 生産者 年齢 性別 毛色 父 母 中央競馬戦績 地方競馬戦績 最終レース

1 北海道 早来エクワインファーム ミシェル31 リーガルクラン 北海道1位 北海道 水上習孝　新ひだか町 4 牝 栗 ハービンジャー スズカリーガル 2戦[0-0-0-2] 2020.8.8新潟

2 北海道 白井牧場不二ファーム アンセム18 アンセム 北海道2位 北海道 ダーレージャパンファーム　日高町 7 ｾﾝ 鹿 ディープインパクト オータムメロディー 13戦 [1-1-2-9] 2019.1.26京都

1 栃木県 那須トレーニングファーム メイショウリョウガ メイショウリョウガ 東北Ⅰ1位 北海道 太陽牧場　浦河町 4 ｾﾝ 鹿 サウスヴィグラス メイショウフクヒメ 未出走 未出走 未出走

2 秋田県 乗馬クラブエクセラ カレンラストショー カレンラストショー 東北Ⅰ2位 北海道 ノーザンファーム　安平町 9 ｾﾝ 栗 タニノギムレット ヴィヴィッドカラー 34戦[4-6-3-21] 11戦[3-1-1-6] 2020.6.9金沢

1 茨城県 筑波スカイラインスティーブル ナンヨーアイリッド ナンヨーアイリッド 東北Ⅱ1位、中部Ⅲ5位 北海道 三好牧場　浦河町 9 ｾﾝ 栗 ケイムホーム シンコウベルデ 24戦[1-2-1-20] 15戦[3-2-0-10] 2019.4.10大井

3 栃木県 那須トレーニングファーム ベルキャニオン ベルキャニオン 東北Ⅱ3位 北海道 ノーザンファーム　安平町 10 ｾﾝ 鹿 ディープインパクト クロウキャニオン 23戦[3-4-1-15] 2019.7.7福島

1 栃木県 小山乗馬クラブ フォルローズ フォルローズ 関東1位、北陸5位 北海道 イワミ牧場　新冠町 4 牝 芦 ローズキングダム アルマエルモ 15戦[0-2-3-10] 2020.1.5水沢

2 栃木県 小山乗馬クラブ キセキノムスメ キセキノムスメ 関東2位、中部Ⅱ3位、中部Ⅰ4位、中部Ⅲ4位 北海道 協和牧場　新冠町 8 牝 青鹿 キンシャサノキセキ オースノムスメ 30戦[2-3-1-24] 7戦[0-1-0-6] 2020.2.6大井

1 鳥取県 ポニースマイル ルコリエ ルコリエ 北陸1位 北海道 ノースヒルズ　新冠町 4 牝 黒鹿 ハービンジャー アンドレルノートル 9戦[0-0-1-8] 2021.8.15小倉

2 滋賀県 MITA馬事公苑吉田stable ハヤブサ テイエムハヤブサ 北陸2位 北海道 駿河牧場　浦河町 8 ｾﾝ 青鹿 ブラックタイド メモリーズオブロニー 23戦[1-0-0-22] 2018.4.29新潟

1 栃木県 小山乗馬クラブ ジューンマーメイド ジューンマーメイド 中部Ⅰ1位、東北Ⅱ2位、関東3位 北海道 へいはた牧場　新ひだか町 5 牝 黒鹿 シニスターミニスター リトルマーメード 3戦[0-0-0-3] 2019.5.20大井

2 千葉県 北総乗馬クラブ ヴェルラヴニール ヴェルラヴニール 中部Ⅰ2位 北海道 社台コーポレーション白老ファーム　白老町 7 ｾﾝ 鹿 ハービンジャー シュペリユール 6戦[1-0-1-4] 2019.5.11東京

1 静岡県 乗馬クラブリバーサイドステーブル浜北 グッドワン ゲネラルプローベ 中部Ⅱ1位、中部Ⅰ3位 北海道 福岡光夫　浦河町 9 ｾﾝ 鹿 キンシャサノキセキ ウルトラスキー 26戦[2-3-5-16] 2020.1.13京都

2 栃木県 小山乗馬クラブ カズノピサ カズノピサ 中部Ⅱ2位、東北Ⅱ4位 北海道 斉藤スタッド　新ひだか町 4 牝 鹿 ヴィクトワールピサ ギガンティア 2戦[0-0-0-2] 2019.10.14大井

1 栃木県 小山乗馬クラブ レディーピンク レディーピンク 中部Ⅲ1位 北海道 原達也　新ひだか町 11 牝 鹿 シニスターミニスター ワイルドピンク 47戦[2-1-2-42] 1戦[0-0-0-1] 2018.8.5新潟

2 奈良県 新庄乗馬クラブ サトノジュウザ サトノジュウザ 中部Ⅲ2位、四国2位、関西Ⅰ5位、関西Ⅱ5位 北海道 ノーザンファーム　安平町 6 ｾﾝ 鹿 ワークフォース サトノユリア 6戦[1-1-2-2] 2018.8.25小倉

1 鳥取県 ポニースマイル フュージョンロック フュージョンロック 関西Ⅰ1位、北陸3位、四国3位 北海道 社台ファーム　千歳市 7 ｾﾝ 栗 ステイゴールド シャピーラ 25戦[4-7-2-12] 2020.5.2京都

2 京都府 カシオペアライディングパーク オトコギマサムネ オトコギマサムネ 関西Ⅰ2位 北海道 ノーザンファーム　安平町 10 ｾﾝ 鹿 ジャングルポケット レッドベリル 41戦[3-1-1-36] 2018.9.16中山

1 広島県 眞田ライディングクラブ スカイジーニアス タガノスプモーネ 関西Ⅱ1位、中国4位 北海道 八木牧場　新冠町 5 牝 栗 タガノロックオン タガノシャルマン 2戦[0-0-0-2] 2019.5.19京都

2 岡山県 岡山県立勝山高等学校蒜山校地 サンリヴァル サンリヴァル 関西Ⅱ2位、中国3位 北海道 斉藤安行　新冠町 6 ｾﾝ 鹿 ルーラーシップ アンフィルージュ 7戦[2-1-0-4] 2019.12.15中山

1 熊本県 なかむらんどホース ジーザス クインズスプリング 中国1位 北海道 松田牧場　新ひだか町 7 牝 芦 クロフネ アンドモアアゲイン 3戦[0-0-0-3] 31戦[2-3-2-24] 2018.9.16佐賀

2 鳥取県 ポニースマイル キャノンストーム キャノンストーム 四国1位、中国2位 北海道 ノースヒルズ　新冠町 8 ｾﾝ 黒鹿 ワークフォース ティンクルハート 28戦[1-0-0-27] 2019.9.15阪神

4 三重県 名張乗馬クラブ ティティ エムザックレガシー 四国4位 北海道 西村和夫　新ひだか町 5 牝 青鹿 サウスヴィグラス プリティロマンサー 24戦[1-1-2-20] 2019.11.19金沢

5 福岡県 福岡馬事公苑 ルールオブサム ルールオブサム 九州Ⅱ1位、四国5位 北海道 猿倉牧場　様似町 4 ｾﾝ 黒鹿 キズナ エアイゾルテ 6戦[0-0-0-6] 2020.6.27阪神

1 長崎県 諫早乗馬クラブ ブラボーリリック ブラボーリリック 九州Ⅰ1位 北海道 ヤナガワ牧場　日高町 8 牝 芦 クロフネ ブラボージャングル 14戦[1-0-1-12] 19戦[2-2-0-15] 2018.4.21佐賀

2 神奈川県 アシェンダ乗馬学校 ガルガンチュア ガルガンチュア 九州Ⅰ2位 北海道 藤澤昭勝　苫小牧市 8 ｾﾝ 栗 ステイゴールド クラウンアスリート 22戦[1-1-1-19] 2018.6.30中京

2 福岡県 テーブルランド乗馬倶楽部 Gソミア タイガーハウス 九州Ⅱ2位 北海道 坂東牧場　平取町 6 ｾﾝ 鹿 オルフェーブル ピサノジュバン 27戦[2-3-5-17] 2019.11.6園田

3 福岡県 福岡県馬術連盟 セクシイフラワー セクシイフラワー 九州Ⅱ3位 北海道 平岡牧場　むかわ町 5 牝 黒鹿 タニノギムレット セクシイスイート 7戦[0-0-0-7] 19戦[1-1-1-16] 2020.11.4門別
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RRCファイナル大会2021　馬場馬術競技出場馬 2021.11.24現在

回数 地域大会 地域順位 都府道府県 クラブ名 馬名 競走馬時代名 2021年入賞歴 産地 生産者 年齢 性別 毛色 父 母 中央競馬戦績 地方競馬戦績 最終レース

2 茨城県 Ross  Hof デルマプラチナ デルマプラチナ 関東馬場2位 北海道 ファニーヒルファーム　日高町 4 ｾﾝ 鹿 ヴィクトワールピサ ユークロニア 4戦[0-0-0-4] 1戦[0-0-0-1] 2020.5.17高知

3 茨城県 中島トニアシュタール エンキンドル エンキンドル 関東馬場3位 北海道 ダーレー・ジャパン・ファーム　日高町 10 ｾﾝ 青 パイロ ラヴィングプライド 25戦[4-2-3-16] 2018.8.12新潟

4 福島県 N.S.farm たい助 タイセイプロスパー 関東馬場4位 北海道 谷川牧場　浦河町 7 ｾﾝ 栗 プリサイスエンド タイセイプロバブル 8戦[0-0-0-8] 26戦[5-4-2-15] 2020.3.4笠松

1 埼玉県 ウィル・スタッド サムライ・ウィル オンタケハート 関東馬場1位、中部馬場1位 北海道 猿橋義昭　浦河町 10 ｾﾝ 鹿 サムライハート プリティラパス 42戦[2-3-4-33] 2019.2.17東京

2 埼玉県 ウィル・スタッド テオドール・ウィル テオドール 中部馬場2位 北海道 ノーザンファーム　安平町 8 ｾﾝ 鹿 ハービンジャー アンブロワーズ 21戦[5-4-2-10] 2019.3.10中山

3 静岡県 アイリッシュアラン乗馬学校 マヤノピナクル マヤノピナクル 中部馬場3位 北海道 天羽牧場　日高町 8 牡 鹿 ドリームジャーニー ベッラベリッシモ 19戦[1-3-2-13] 2018.1.20中山

1 大阪府 服部緑地乗馬センター エーティーサンダー エーティーサンダー 関西馬場1位 北海道 下屋敷牧場　新ひだか町 8 ｾﾝ 青鹿 マンハッタンカフェ ラヴリーハントレス 32戦[3-2-6-21] 2019.5.12京都

2 滋賀県 甲賀乗馬クラブ シングルアップ シングルアップ 関西馬場2位 北海道 坂東牧場　平取町 5 ｾﾝ 鹿 キンシャサノキセキ ラフアップ 17戦[3-0-2-12] 1戦[0-0-0-1] 2021.1.23小倉

4 京都府 カシオペアライディングパーク ピースアンドカーム ピースアンドカーム 中国馬場2位、関西Ⅰ3位、関西馬場4位、中国5位 北海道 白井牧場　日高町 5 牝 栗 キングカメハメハ ブルーロータス 2戦[0-0-0-2] 2019.6.23函館

1 岡山県 オールド・フレンズ・ジャパン メイショウテンシャ メイショウテンシャ 中国馬場1位 北海道 三嶋牧場　浦河町 7 ｾﾝ 芦 ディープインパクト メイショウベルーガ 32戦[3-2-5-22] 2020.1.6東京

4 徳島県 徳島乗馬倶楽部 パリィ・ド・ノエル メイショウノエル 中国馬場4位 北海道 村下明博　浦河町 4 牝 栗 ヴィクトワールピサ ハギノハーセルフ 1戦[0-0-0-1] 2020.2.15京都

5 大阪府 乗馬クラブ　グラシアス ローザヴァレンティ ローザヴァレンティ 中国馬場5位 北海道 山岡牧場　新冠町 6 ｾﾝ 黒鹿 ローズキングダム パリスセイリュウ 3戦[0-0-0-3] 38戦[0-2-3-33] 2020.6.26園田
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