
NO.１  アスター 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 平成27年 水口スプリングホースショー ＬＣ 減点０ ６位入賞 
 

出品者 甲賀乗馬クラブ 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １６５㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２０年３月１０日 産地 門別町 

父名 ネオユニヴァース（サラ） 母名 メイショウデンコー（サラ） 

クラス ９０㎝ 



NO.２  アスペンゴールド 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 平成27年 みっきぃインドアトライアル ＬＣ・ＬＢ 出場 
        水口スプリングホースショー ＬＣ 出場 

出品者 トゥインクル 

性別 牝 品種 サラブレッド種 体高 １６０㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成２１年３月３日 産地 安平町 

父名 ステイゴールド（サラ） 母名 マクダヴィア（サラ） 

クラス ９０㎝ 

動画 



NO.３  桜 香 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

   

出品者 牧野共同育成センター 

性別 牝 品種 中半血 体高 １７０㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成２１年５月１６日 産地 栃木県 

父名 ヴァリシモ（トラケ） 母名 ダイワラファエル（サラ） 

クラス ９０㎝ 



NO.４  グランシュペール 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

さく癖あり 
平成27年 みっきぃインドアトライアル ＬＣ 出場 
       みっきぃホースフェスティバル ＬＣ３位・ＬＢ 出場 

出品者 トゥインクル 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １５４㎝ 

毛色 芦毛 生年月日 平成２１年３月７日 産地 新ひだか町 

父名 ジャングルポケット（サラ） 母名 クールグレース（サラ） 

クラス ９０㎝ 



NO.５  トウカイルーチェ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

平成27年 水口スプリングホースショー ＬＣ 減点０ ５位入賞 

出品者 甲賀乗馬クラブ 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １７１㎝ 

毛色 青鹿毛 生年月日 平成２２年４月１８日 産地 平取町 

父名 ダンスインザダーク（サラ） 母名 トウカイポピー（サラ） 

クラス ９０㎝ 



NO.６  ハイウェー 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 乗馬クラブ メインフィールズ 

性別 セン 品種 ＫＷＰＮ種 体高 １６５㎝ 

毛色 黒鹿毛 生年月日 平成２３年８月８日 産地 標茶町 

父名 ポジタノ（ＫＷＰＮ） 母名 ハイティー（日本スポ） 

クラス ９０㎝ 



NO.７  バレンティア 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 母父にハンサムジャックの血を受け継ぐ本馬は、がっしりとした体格ながらも
軽快な動きを見せてくれます。 
 デビュー戦となった「びわこ国体記念大会」では障害飛越LC競技で２位に入賞
しました。  
 MC番号 392118010075245 

出品者 牧野共同育成センター 

性別 セン 品種 輓交種 体高 １５９㎝ 

毛色 栗駁毛 生年月日 平成２１年５月２６日 産地 恵庭市 

父名 琉 兵（ブル） 母名 マイレデイ（半血（乗）） 

クラス ９０㎝ 

動画 



NO.８  フルアヘッド 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

障害90㎝まで経験。 
馬場はＡクラスの実績。Ｌクラス練習中。 

出品者 水口乗馬クラブ 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １６５㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成２３年３月２日 産地 宮城県 

父名 ダイワメジャー（サラ） 母名 シルバーシャワーズ（サラ） 

クラス ９０㎝ 

動画 



NO.９  ルーチェ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 ２才ながらに雄大な馬格を持つ本馬は、３月に行われた「びわこ国体記念大
会」においてデビュー戦ながらLC競技で５位に入賞しました。今後が期待される
一頭です。 
 障害飛越LB 競技経験あり 
 MC番号 392118010075701 

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 牝 品種 サラブレッドＭＩＸ 体高 １５９㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２５年１月１３日 産地 日高町 

父名 シンコウウインディ（サラ） 母名 ピッパ（半血（乗）） 

クラス ９０㎝ 

動画 



NO.１０  アヴェンタドール 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 ＬＢクラスまで出場経験あり 

出品者 牧野共同育成センター 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １６５㎝ 

毛色 青鹿毛 生年月日 平成２２年３月５日 産地 門別町 

父名 キングカメハメハ（サラ） 母名 ラヴィングサンデー（サラ） 

クラス １００㎝ 



NO.１１  サーロス 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 小障害LC 競技経験あり 

 コンパクトにまとまった丈夫な身体で軽快に動く本馬の飛越能力には目を見
張るものがあり、特に後肢の上りにはまだまだ上のクラスを狙える素質を十分
に感じさせてくれます。 
 MC番号 392118010075299 

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 牝 品種 サラブレッドＭＩＸ 体高 １５４㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成２５年１月２９日 産地 日高町 

父名 シンコウウインディ（サラ） 母名 リンリン（半血） 

クラス １００㎝ 

動画 



NO.１２  シャイン 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 歩様も良好で、デビュー戦となった今年３月に行われた「びわこ国体記念大
会」では、障害飛越LC競技で３位に入賞し、今後障害競技を楽しまれる方の良
きパートナーとなるでしょう。 
小障害ＬＢ 競技経験あり 
 MC番号 392118010075322 

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 セン 品種 サラブレッドＭＩＸ 体高 １６０㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成２５年４月３日 産地 日高町 

父名 シンコウウインディ（サラ） 母名 レイチェル（半血） 

クラス １００㎝ 

動画 



NO.１３  ワンダー 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 障害100㎝まで経験。 

出品者 水口乗馬クラブ 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １６４㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成１６年４月２２日 産地 千葉県 

父名 ワンダーグルーム（サラ） 母名 ステップス（サラ） 

クラス １００㎝ 



NO.１４  アムール 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 障害100㎝まで経験。 
 馬場馬のセンスもあり。 

出品者 水口乗馬クラブ 

性別 牝 品種 サラブレッド種 体高 １６６㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２２年３月１５日 産地 浦河町 

父名 ファルブラヴ（サラ） 母名 ハギノエアロ（サラ） 

クラス １１０㎝ 

動画 



NO.１５  モルダバイト 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 さく癖有り 
 フラットワークは軽い扶助で速歩、駈歩をすることができます。 
 注意力があり、障害を落とさないのが魅力の一つです。 

 父馬が名馬ディープインパクトと言うこともあり、競馬ファンの方に好かれるこ
とは間違いありません。 

出品者 日本大学 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １７０㎝ 

毛色 黒鹿毛 生年月日 平成２２年２月１４日 産地 浦河町 

父名 ディープインパクト（サラ） 母名 エイシンリンデン（サラ） 

クラス １１０㎝ 



NO.１６  アドバンス 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

障害110㎝まで経験。120㎝も十分可能。 
馬場はＬクラスの実績。Ｍクラス、踏歩変換練習中。 

出品者 水口乗馬クラブ 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １７１㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成１７年５月１０日 産地 浦河町 

父名 デザートキング（サラ） 母名 タイキエメラルド（サラ） 

クラス １２０㎝ 

動画 



NO.１７  サクラアルタイル 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

みぃっきーホースショー ＭＤ ６位 
                ＭＣスピード&ハンディネス 満点 22位 
                ＭＣファイナル 13位（１落）               

出品者 苅谷乗馬クラブ 

性別 牝 品種 ウエストファーレン種 体高 １６２㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成２１年４月１８日 産地 岩手県 

父名 フリーデンスラート（ウエス） 母名 ヤマヒサエルサチ（日本スポ） 

クラス １２０㎝ 

動画 



NO.１８  ヴァンクール 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 英国産の父ハービンジャーは、２０１０年キングジョージをレコードで１１馬身差圧勝した名馬で、初
年度産駒から重賞ウィナーを送る名種牡馬です。 
 本馬は４才になり、外国産馬のような立派な体格の牝馬です。 
 歩様の良さから馬場馬術用としての魅力があります 
 左前肢球節に骨片除去手術歴有り 
 MC番号 392118010075317 

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 牝 品種 日本乗系種 体高 １６４㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２３年１１月５日 産地 日高町 

父名 ハービンジャー（サラ） 母名 セシボン（半血（乗）） 

馬場馬 

動画 



NO.１９  コラッジョ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 馬場馬術Ｌクラスの競技馬です 
 自馬としても、乗馬クラブの練習馬としても活躍します 
 とてもおとなしく、どのレベルの方も安心してご騎乗頂けます 
 悪癖や目立った欠点はございません 

 ２７年４月末頃に去勢致しましたので、若干傷が完治していない部分があるか
と思いますが問題なくご騎乗頂けます。 

出品者 Horse Riding Club BALANCE 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １６２㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成１７年３月２６日 産地 早来町 

父名 サクラバクシンオー（サラ） 母名 ミレニアムポップ（サラ） 

馬場馬 

動画 



NO.２０  皐 月 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 障害1ｍ程度のコース走行も可能で、物見もありません。 

 ジャンプ能力もさることながら、歩様も良好で馬場馬としての魅力もあり、総合
馬としても期待できる一頭です。 
 MC番号 392118010075329 

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 セン 品種 日本乗系種 体高 １６１㎝ 

毛色 青駁毛 生年月日 平成１６年４月１５日 産地 阿寒郡 

父名 ジェロニモ（クォータ） 母名 レディー小花（ペイント系） 

馬場馬 



NO.２１  サニーデイグット 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

平成27年 兵庫スプリングホースショー馬場 Ｌ１・Ｌ２ 出場 

出品者 トゥインクル 

性別 牝 品種 サラブレッド種 体高 １５６㎝ 

毛色 青毛 生年月日 平成２２年４月１０日 産地 新ひだか町 

父名 ゴールドヘイロー（サラ） 母名 ホワイトポイント（サラ） 

馬場馬 



NO.２２  トーセンウィンザー 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 本馬は馬体のラインがとても美しく、乗り心地も申し分ありません。 
 頭は冷静で物覚えが良いため、調教に時間がかからないタイプです。 
 速歩、駈歩の収縮が安定すれば即戦力です。 

出品者 鍋掛牧場 

性別 牡 品種 サラブレッド種 体高 １６５㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２３年３月５日 産地 日高町 

父名 トーセンダンス（サラ） 母名 トーセンエキコ（サラ） 

馬場馬 

動画 



NO.２３  ライリー 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 ＭＤクラスの障害馬としても活躍してきた本馬ですが、柔らかい動きをしており、
横運動も得意とするため、馬場馬としての活躍も期待できます。 
  

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １６１㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成１７年４月１７日 産地 新冠町 

父名 メイショウドトウ（サラ） 母名 ジーガーマヤ（サラ） 

馬場馬 

動画 



NO.２４  レディフィンガー 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 将来セントジョージまで行く可能性が高い馬です。 
 肩の動きは大きく、柔らかい駈足ができるため、かなりの可能性を感じます。 
 少しピリッとするためその良さを生かせるプロ向きの馬でしょう。 

出品者 鍋掛牧場 

性別 牝 品種 サラブレッド種 体高 １６２㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成２２年３月７日 産地 新ひだか町 

父名 オペラハウス（サラ） 母名 ハナパック（サラ） 

馬場馬 

動画 



NO.２５  ローレルクラシック 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

   

出品者 牧野共同育成センター 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １６５㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成１９年６月９日 産地 新冠町 

父名 スペシャルウィーク（サラ） 母名 キョウワホウセキ（サラ） 

馬場馬 



NO.２６  キャラメルマキアート 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 とても人懐っこく、速歩も駆歩も反動が少なく乗りやすい馬です。 
 横木通過可能 
  

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 牝 品種 中半血 体高 １４８㎝ 

毛色 鹿駁毛 生年月日 平成２２年３月１５日 産地 旭川市 

父名 ホルダーオブハーモニー（トロ） 母名 フラーポロスチ（半血（乗）） 

練習馬 



NO.２７  クラウンシーズ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 大 西 博 道 

性別 セン 品種 ウエストファーレン種 体高 １６２㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成２５年４月３日 産地 中標津町 

父名 フリーデンスラート（ウエス） 母名 トウカイジャスパー（サラ） 

練習馬 



NO.２８  クリス 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 父フリーデンスラートが北海道に移籍してからの初産駒です。左後肢外側に
古傷あり。 
 MC番号 392118010075321 

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 牡 品種 ウエストファーレン種 体高 １５５㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成２５年４月２９日 産地 中標津町 

父名 フリーデンスラート（ウエス） 母名 アリモ（日本スポ） 

練習馬 



NO.２９  ジャイロベルシーサイド 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

  さく癖あり 

出品者 株式会社 Ｔ．Ｓホースシューイング 

性別 セン 品種 日本乗系種 体高 １５２㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２１年３月２９日 産地 宮城県 

父名 ブリジストン（ＫＷＰＮ） 母名 エイメリー（サラ） 

練習馬 



NO.３０ ジュビリー 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 ノーザンホースパーク 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １６２㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２１年２月２４日 産地 安平町 

父名 ダイワメジャー（サラ） 母名 クラシックローズ（サラ） 

練習馬 



NO.３１  シュレック 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

   

出品者 上村乗馬苑 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １６２㎝ 

毛色 芦毛 生年月日 平成２０年６月４日 産地 浦河町 

父名 クロフネ（サラ） 母名 トシキセキ（サラ） 

練習馬 



NO.３２  スタイリッシュアイ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

  ８０㎝程度障害飛越可能 

出品者 トゥインクル 

性別 牝 品種 サラブレッド種 体高 １６０㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成１６年３月９日 産地 静内町 

父名 キンググローリアス（サラ） 母名 ミヤビスズラン（サラ） 

練習馬 



NO.３３  スノーダンス 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

   

出品者 フラノトレッキングサポート遊馬 

性別 牝 品種 日本乗系種 体高 １４７㎝ 

毛色 芦毛 生年月日 平成２２年４月２９日 産地 富良野市 

父名 インプレッシブスノー（日本乗系） 母名 浪 漫（半血（半）） 

練習馬 



NO.３４  星 若 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

   

出品者 大 西  博 道 

性別 セン 品種 日本乗系種 体高 １５０㎝ 

毛色 芦毛 生年月日 平成２３年５月１６日 産地 音更町 

父名 ケイソウ（アラ） 母名 年 後（半血（乗）） 

練習馬 



NO.３５  大 喜 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 名馬ポジタノを父に持つ本馬は、まだ若馬らしい体つきですが、とても温厚な
性格で乗りやすく、障害に対する物見もありません。 
 80㎝程度コース走行可能 
 MC番号 392118010075335 

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 牝 品種 日本スポーツホース種 体高 １５２㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２４年８月３日 産地 釧路市 

父名 ポジタノ（ＫＷＰＮ） 母名 大信（半血（乗）） 

練習馬 



NO.３６  タップ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 70㎝程度障害飛越可能  
 MC番号 392118010075300 

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 牝 品種 日本乗系種 体高 １３８㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成１６年６月１２日 産地 中標津町 

父名 ホルダーオブハーモニー（トロ） 母名 多摩紀（半血（乗）） 

練習馬 



NO.３７  ニコラス 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

  本馬の競走成績 
   2013年 菊花賞 12着 
   2013年 皐月賞 11着 
   2013年 神戸新聞杯 ６着 

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 セン 品種 サラブレッド種 体高 １５７㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２２年４月６日 産地 新ひだか町 

父名 ジャングルポケット（サラ） 母名 ナリタジューン（サラ） 

練習馬 



NO.３８  ニューデイ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

さく癖あり 

出品者 水口乗馬クラブ 

性別 牝 品種 サラブレッド種 体高 １６２㎝ 

毛色 青鹿毛 生年月日 平成２４年２月２７日 産地 千歳市 

父名 ダイワメジャー（サラ） 母名 マンデーデライト（サラ） 

練習馬 



NO.３９  フェリス 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 競走馬としては出走していませんが、今年から乗馬として調教開始しています。 
  

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 牝 品種 サラブレッド種 体高 １５５㎝ 

毛色 芦毛 生年月日 平成２５年５月３日 産地 新冠町 

父名 キャプテントゥーレ（サラ） 母名 マンノヴィクトリア（サラ） 

練習馬 

欠場 



NO.４０  宝 花 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 輓系種の血統としてはかなり小柄な本馬は、当歳の時からとても温厚で、の
んびりとした性格です 

 機敏な動きは出来ませんが、そばにいるだけでほんわかとした気持ちにさせ
てくれる癒し系の一頭です。 
 MC番号 392118010075737 

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 セン 品種 日本輓系種 体高 １４９㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２４年３月３０日 産地 弟子屈町 

父名 タカライーグル（半血（輓）） 母名 桜花姫（日輓） 

練習馬 



NO.４１  リュシェール 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 MC番号 392118010075700 

出品者 牧野共同育成センター 

性別 牝 品種 サラブレッドＭＩＸ 体高 １５３㎝ 

毛色 青毛 生年月日 平成２５年４月１３日 産地 日高町 

父名 ノボジャック（サラ） 母名 ルーシー（半血種） 

練習馬 

動画 



NO.４２  ルークプラネット 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

   

出品者 大 西 博 道 

性別 牡 品種 ウエストファーレン種 体高 １６０㎝ 

毛色 青毛 生年月日 平成２５年５月１９日 産地 中標津町 

父名 フリーデンスラート（ウエス） 母名 ガロン（ウエス） 

練習馬 



NO.４３  アメジスト 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 大 髙  朝 幸 

性別 牝 品種 日本ミニチュアホース種 体高 ８０㎝ 

毛色 青駁毛 生年月日 平成２５年５月１日 産地 旭川市 

父名 エジマル二世（ファラ） 母名 ルビー（日本ミニ） 

ポニー 



NO.４４  アンジェラス 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 函館どさんこファーム 

性別 牝 品種 日本乗系種 体高 １２５㎝ 

毛色 栗駁毛 生年月日 平成２５年７月２５日 産地 函館市 

父名 クリフスターライト（クォータ） 母名 カヅヒメ（日本ポニー） 

ポニー 



NO.４５  一番星 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

  乗馬可能 

出品者 大 西 博 道 

性別 セン 品種 日本ポニー種 体高 １２３㎝ 

毛色 栗粕毛 生年月日 平成２５年５月１０日 産地 浜中町 

父名 シルキーオーカン（ウェル・ポ） 母名 梅 北（北和） 

ポニー 



NO.４６  エープリル 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

   

出品者 大 西 博 道 

性別 牡 品種 日本ポニー種 体高 ７５㎝ 

毛色 栗駁毛 生年月日 平成２６年４月１日 産地 別海町 

父名 ﾊｯｺｰﾐｾﾞｯﾄｷﾝｸﾞ（ｼｪｯﾄ･ﾎﾟ） 母名 ラブリー（日本ポニー） 

ポニー 



NO.４７  ジルコン 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 大 髙  朝 幸 

性別 牡 品種 日本ミニチュアホース種 体高 ７６㎝ 

毛色 青駁毛 生年月日 平成２４年４月６日 産地 旭川市 

父名 インディペンデンス（日本ミニ） 母名 レトエスヒメ５（ファラ） 

ポニー 



NO.４８  ナガレボシ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 高 田 和 廣 

性別 牡 品種 日本ポニー種 体高 １１５㎝ 

毛色 芦毛 生年月日 平成１６年４月２０日 産地 北斗市 

父名 ブラックポイント（日本ポニー） 母名 黒蝶（日本ポニー） 

ポニー 



NO.４９  ハクメンギャル 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 とても派手な顔立ちと、四白のすらっとした肢の本馬は、部班運動にも慣れて
います。 

 またジョッキーベイビーズを目指すお子様の良きパートナーにもなるのではな
いでしょうか。 
  

出品者 株式会社 大浦牧場 

性別 牝 品種 日本乗系種 体高 １１８㎝ 

毛色 鹿毛 生年月日 平成２４年５月２９日 産地 音更町 

父名 カファラジ（クリオ） 母名 リズミーマウンテン（ウェル・ポ） 

ポニー 

動画 



NO.５０  ベルモント 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 大 髙  朝 幸 

性別 牡 品種 ポニー種 体高 ８３㎝ 

毛色 栗駁毛 生年月日 平成１７年７月２７日 産地 旭川市 

父名 ﾊﾞｰｸﾞﾏﾝｽﾞﾊﾟｼﾞｬﾘｰﾄ（ﾐﾆﾁｭｱ） 母名 ウルシナ（日本ミニ） 

ポニー 



NO.５１  ペンデンス 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 大 髙  朝 幸 

性別 牡 品種 日本ミニチュアホース種 体高 ８９㎝ 

毛色 栃栗駁毛 生年月日 平成２４年５月１０日 産地 旭川市 

父名 インディペンデンス（日本ミニ） 母名 クリアスカ（日本ポニー） 

ポニー 



NO.５２  ポピー 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 大 髙  朝 幸 

性別 牡 品種 日本ポニー種 体高 ７７㎝ 

毛色 栃栗毛 生年月日 平成２５年４月２１日 産地 旭川市 

父名 インディペンデンス（日本ミニ） 母名 クリアスカ（日本ポニー） 

ポニー 



NO.５３  メジロキング 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

   

出品者 大 西 博 道 

性別 牡 品種 日本ポニー種 体高 ９５㎝ 

毛色 芦毛 生年月日 平成２５年５月１６日 産地 別海町 

父名 スターフェバー（日本ポニー） 母名 メジロクイン（日本ポニー） 

ポニー 



NO.５４  モカボーイ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 端正な顔立ちと美しい毛色、バランスのとれた身体のミニチュアホースです。 
 人間が大好きでとてもなつこいです。 

 

出品者 カケハムポニークラブ 

性別 牡 品種 日本ポニー種 体高 ６３㎝ 

毛色 栗毛 生年月日 平成２６年６月１３日 産地 音更町 

父名 プリンス（１３）（日本ミニ） 母名 プリンガール（日本ポニー） 

ポニー 



NO.５５  モ モ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 橋 本  真 悦 

性別 牝 品種 日本ポニー種 体高 １１０㎝ 

毛色 鹿駁毛 生年月日 平成２５年５月２０日 産地 北斗市 

父名 クリタロー（日本ポニー） 母名 不二子（日本ポニー） 

ポニー 



NO.５６  ライアン 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 大 髙  朝 幸 

性別 牡 品種 ポニー種 体高 ７３㎝ 

毛色 青毛 生年月日 平成１７年７月２４日 産地 旭川市 

父名 インディペンデンス（日本ミニ） 母名 クリアスカ（日本ポニー） 

ポニー 



NO.５７  ラ ン 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 大 髙  朝 幸 

性別 牝 品種 日本ミニチュアホース種 体高 ８０㎝ 

毛色 駁栗毛 生年月日 平成２５年４月１２日 産地 旭川市 

父名 キララ（日本ミニ） 母名 サクラ（日本ミニ） 

ポニー 



NO.５８  レ ミ 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 活発 

出品者 農業生産法人日高馬ーちゃんだいず株式会社 

性別 牝 品種 日本ポニー種 体高 ８７㎝ 

毛色 駁青毛 生年月日 平成２６年６月２８日 産地 新冠町 

父名 バーグマンズピントール（日本ポニー） 母名 シルキーアン（シェ・ポ） 

ポニー 



NO.５９  レモン 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

出品者 大 髙  朝 幸 

性別 牡 品種 日本ミニチュアホース種 体高 ７７㎝ 

毛色 駁栗毛 生年月日 平成２５年５月４日 産地 旭川市 

父名 インディペンデンス（日本ミニ） 母名 ユリ（日本ミニ） 

ポニー 



NO.６０  あかり 

備考（競技経験または悪癖の有無などの注意事項） 

 外乗、少年団等で使用していますが、非常に大人しいです。 
 お子様の成長とともに大きくなりますので、とても楽しみな１頭です。 

出品者 カケハムポニークラブ 

性別 牝 品種 アパルーサ種 体高 １３０㎝ 

毛色 青毛 生年月日 平成２６年８月４日 産地 小清水町 

父名 ボウモア（ｱﾊﾟﾙｰｻ） 母名 ブルースプレンテッド（ｱﾊﾟﾙｰｻ） 

若 馬 

動画 


