
3R 6R 10R

2枠2番 5枠6番 3枠3番

レイズアオーソ 調教師　佐藤博紀（川崎） モリデンタワー 調教師　山越光（浦和） レディブラウン 調教師　原三男（川崎）

牡2歳 馬主　西村隆平 牝4歳 馬主　森田芳男 牝4歳 馬主　藤元厚雄

黒鹿毛 生年月日　2020.04.05生 栗毛 生年月日　2018.04.07生 青鹿毛 生年月日　2018.05.11生

父　フリオーソ 生産牧場　三輪牧場 父　ロジユニヴァース 生産牧場　森田芳男 父　フリオーソ 生産牧場　風ノ丘ファーム

母　レイズアスマイル（父　ベーカバド） 産地　日高町 母　モリデンヴィーナス（父　ジェニュイン） 産地　新冠町 母　レモンリーフ（父　リンドシェーバー） 産地　青森県

地方収得賞金　553,000円 地方収得賞金　3,478,000円 地方収得賞金　15,805,000円

北海道：2022/05/18～　9戦0勝（2着2回、3着2回） 北海道：2020/06/11～　7戦0勝（2着1回、3着1回） 北海道：2020/06/11～　7戦1勝（2着2回、3着0回）

6枠6番 兵庫：2020/10/22～　3戦0勝（2着1回、3着0回） 南関東：2020/12/17～　26戦1勝（2着1回、3着2回）

イロドリ 調教師　加藤誠一（川崎） 南関東：2021/02/05～　18戦0勝（2着3回、3着2回） ◆2020　リリーC［門別］　2着

牝2歳 馬主　浦野和由 6枠8番 ◆2021　桜花賞［浦和］　3着

鹿毛 生年月日　2020.02.17生 イサチルエース 調教師　栗林信文（川崎） 5枠6番

父　コパノリッキー 生産牧場　武牧場 牡7歳 馬主　小坂功 グランギフト 調教師　山崎尋美（川崎）

母　ラッシュストーム（父　ザール） 産地　新ひだか町 鹿毛 生年月日　2015.06.06生 牡5歳 馬主　川原輝雄

地方収得賞金　582,000円 父　ハードスパン 生産牧場　原口牧場 鹿毛 生年月日　2017.03.27生

北海道：2022/08/30～　2戦0勝（2着0回、3着1回） 母　マキノジョリエ（父　カリズマティック） 産地　新ひだか町 父　ヴィットリオドーロ 生産牧場　静内山田牧場

岩手：2022/10/11～　1戦0勝（2着0回、3着1回） 地方収得賞金　9,288,000円 母　グレイスキッス（父　エアエミネム） 産地　新ひだか町

南関東：2022/11/10～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 北海道：2018/07/11～　22戦7勝（2着5回、3着4回） 地方収得賞金　17,650,000円

8枠9番 佐賀：2020/12/12～　15戦5勝（2着4回、3着2回） 北海道：2019/08/28～　6戦1勝（2着1回、3着1回）

スカーレットレイル 調教師　内田勝義（川崎） 南関東：2022/01/07～　10戦2勝（2着0回、3着0回） 南関東：2019/12/19～　29戦7勝（2着3回、3着3回）

牝2歳 馬主　（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング 8枠12番

栗毛 生年月日　2020.04.25生 7R ビービーリバイブ 調教師　張田京（船橋）

父　アジアエクスプレス 生産牧場　岡田スタツド 1枠1番 牡4歳 馬主　（有）坂東牧場

母　キネオソレイユ（父　ネオユニヴァース） 産地　新ひだか町 リリーエクセロン 調教師　原三男（川崎） 鹿毛 生年月日　2018.05.10生

地方収得賞金　500,000円 牝3歳 馬主　藤元厚雄 父　カジノドライヴ 生産牧場　賀張三浦牧場

北海道：2022/06/08～　5戦1勝（2着0回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2019.04.21生 母　ビービーオドラント（父　ステイゴールド） 産地　日高町

父　バトルプラン 生産牧場　風ノ丘ファーム 地方収得賞金　13,820,000円

4R 母　タカラメロス（父　ヴァーミリアン） 産地　青森県 北海道：2020/08/12～　4戦2勝（2着1回、3着1回）

1枠1番 地方収得賞金　3,059,000円 南関東：2020/11/30～　23戦3勝（2着3回、3着0回）

スカイロック 調教師　新井健児（川崎） 北海道：2021/07/15～　18戦4勝（2着2回、3着2回）

牡2歳 馬主　小橋亮太 11R

鹿毛 生年月日　2020.05.07生 8R 2枠2番

父　ディープスカイ 生産牧場　熊沢牧場 1枠1番 ジョーパイロライト 調教師　小久保智（浦和） 

母　ワタシノデバン（父　アジュディケーティング） 産地　えりも町 キモンシャイン 調教師　田島寿一（川崎） 牡6歳 馬主　上田江吏子

地方収得賞金　885,000円 牝4歳 馬主　扇原毅士 鹿毛 生年月日　2016年5月20日

北海道：2022/07/13～　9戦1勝（2着0回、3着2回） 黒鹿毛 生年月日　2018.03.08生 父　パイロ 生産牧場　原口牧場

6枠7番 父　コパノリチャード 生産牧場　西村牧場 母　フーリン（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町

パープルゴールド 調教師　吉橋淳一（川崎） 母　ラブミーブルー（父　サウスヴィグラス） 産地　新ひだか町 地方収得賞金　51,655,000円

牝2歳 馬主　組）パープルパッチレーシング 地方収得賞金　5,075,000円 北海道：2018/06/06～　4戦1勝（2着1回、3着2回）

芦毛 生年月日　2020.04.09生 北海道：2020/05/06～　5戦1勝（2着1回、3着0回） 南関東：2019/02/11～　34戦10勝（2着5回、3着2回）

父　エイシンフラッシュ 生産牧場　栄進牧場 南関東：2020/08/19～　33戦1勝（2着0回、3着5回） ◆2022　スパーキングサマーチャレンジ［川崎］　1着

母　エイシンチャーター（父　クロフネ） 産地　浦河町 5枠5番 ◆2021・22　スパーキングプラチナチャレンジ［川崎］　2着

地方収得賞金　1,550,000円 スティールノーヴァ 調教師　佐々木仁（川崎） ◆2018　ブリーダーズゴールドジュニアC［門別］　3着

北海道：2022/04/20～　4戦1勝（2着0回、3着0回） 牝3歳 馬主　菅野守雄 ◆'21トワイライトC［浦和］　3着

南関東：2022/08/19～　4戦0勝（2着0回、3着1回） 青鹿毛 生年月日　2019.03.02生

6枠8番 父　ヘニーヒューズ 生産牧場　高橋修 12R

ラヴァリエール 調教師　八木正喜（川崎） 母　ラインキャメロン（父　キングカメハメハ） 産地　新ひだか町 5枠6番

牝2歳 馬主　村田繁實 地方収得賞金　5,774,000円 ラピッドフロウ 調教師　今井輝和（川崎）

鹿毛 生年月日　2020.03.06生 北海道：2021/05/19～　13戦3勝（2着2回、3着1回） 牝4歳 馬主　門別敏朗

父　アジアエクスプレス 生産牧場　村田牧場 　うち他地区参戦：1戦0勝（2着1回、3着0回） 鹿毛 生年月日　2018.03.01生

母　フルオブスターズ（父　エンパイアメーカー） 産地　新冠町 ◆2021　園田プリンセスC［園田］　2着 父　ベルシャザール 生産牧場　門別敏朗

地方収得賞金　1,277,000円 母　エーシンラピッド（父　クロフネ） 産地　日高町

北海道：2022/06/02～　8戦1勝（2着1回、3着2回） 9R　川崎ジュニアオープン【地方交流】 地方収得賞金　3,698,000円

4枠6番 北海道：2020/05/21～　10戦1勝（2着1回、3着2回）

5R ブライトカラー 調教師　角川秀樹（北海道） 兵庫：2020/12/10～　6戦0勝（2着0回、3着1回）

1枠1番 牡2歳 馬主　保坂和孝 北海道：2021/04/14～　10戦1勝（2着3回、3着2回）

オーサムワールド 調教師　村田順一（川崎） 鹿毛 生年月日　2020.02.10生 南関東：2021/11/12～　16戦0勝（2着1回、3着4回）

牡3歳 馬主　（有）大野商事 父　マインドユアビスケッツ 生産牧場　オリオンファーム

黒鹿毛 生年月日　2019.04.09生 母　ブライトアバンダンス（父　Ｑｕｉｅｔ　Ａｍｅｒｉｃａｎ） 産地　日高町 ●本日の騎乗予定　阿部 龍騎手
父　トゥザワールド 生産牧場　カタオカステーブル 地方収得賞金　4,729,000円 川崎9R　⑥ブライトカラー

母　キタサングラシアス（父　キングヘイロー） 産地　新ひだか町 北海道：2022/06/01～　7戦2勝（2着1回、3着0回）

地方収得賞金　1,197,000円 6枠10番 ●本日の騎乗予定　黒澤 愛斗騎手
北海道：2022/04/27～　10戦2勝（2着1回、3着1回） リョウタスペシャル 調教師　小澤宏次（浦和） 笠松1R　④ノーブル

南関東：2022/11/07～　1戦0勝（2着0回、3着0回） 牡2歳 馬主　トーケンサービス（株） 　　　2R　③ダンディゴッホ

8枠9番 栗毛 生年月日　2020.05.25生 　　　6R　⑥ファンスマイル

フォルリリアーナ 調教師　久保秀男（川崎） 父　シニスターミニスター 生産牧場　高昭牧場 　　　8R　⑦キズナハイトーン

牝3歳 馬主　八嶋長久 母　オールオールオール（父　アグネスタキオン） 産地　浦河町 　　　9R　①ノーザンクリス

黒鹿毛 生年月日　2019.04.21生 地方収得賞金　3,358,000円 　　11R　⑦コスモマイディア

父　ダノンレジェンド 生産牧場　岡田スタツド 北海道：2022/06/15～　6戦1勝（2着2回、3着0回） ●本日の騎乗予定　阪野 学騎手
母　バチスタ（父　ダイワメジャー） 産地　新ひだか町 南関東：2022/10/18～　2戦1勝（2着0回、3着0回） 笠松2R　⑦トーセンバラライカ

地方収得賞金　1,316,000円 　　　3R　⑦アオイナギサ

北海道：2021/06/23～　16戦1勝（2着3回、3着4回） ●本日の騎乗予定　馬渕 繁治騎手
南関東：2022/08/26～　4戦0勝（2着0回、3着0回） 笠松8R　②ムーンセレナーデ

　　10R　①インシュラー

●笠松競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！ ●本日の騎乗予定　若杉 朝飛騎手
3R　③オーミルシア 笠松2R　⑧アシタノカゼ

4R　⑦ハニーメモリー 　　　3R　⑩マイネルケイローン

5R　⑦キョウワグロリア 　　　4R　⑤デクラーク

6R　⑥ファンスマイル 　　　5R　④グッドカグラ

7R　①モーニングスマイル 　　　6R　④マコトイスカンダル

8R　①グレイトボルケーノ　⑥キセキタイム　

●園田競馬にもホッカイドウ競馬出身馬が多数出走！
2R　①ラボンバ　⑩ミニスター

3R　⑩バラオブバーゼイ

4R　①アアラヴァ　④アンスリウムシンヤ

8R　②ウィンチップ　③エイシンメヌエット　⑨サンウイング

　　　⑩アイアンストーン

9R　④ポアゾンルージュ

10R　②バンローズキングス　⑦ロイヤルザップ

11R　⑤エイシンツーリング　⑨オーゴンノキズナ

12R　②グリンヴァ　⑪プロフーモ

12/15(木) 川崎競馬 ホッカイドウ競馬出身馬 出走情報

ブライトカラー　2022.08.25　JRA認定ウィナーズチャレンジ④競走

転入後
初出走

前走
２着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

前走
１着

転入後
初出走

転入後
初出走

前走
２着

転入後
初出走

ホッカイドウ競馬

所 属

前走
２着

川崎9R・川崎ジュニアOPに

ブライトカラーが出走します！

応援よろしくお願いします♪


