
４２７頭 №１

重 賞 Ｈ Ａ Ｂ 杯 あ り が と う 平 成
第２９回 金沢スプリングカップ ラ ス ト ラ ン 記 念
４歳以上 1900m Ｂ１－② 1400m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－⑤ 1500m
3日目　9Ｒ 12頭 2日目　12Ｒ 11頭 4日目　12Ｒ 10頭 4日目　4Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
優 ドリームズライン 佐藤茂 ヤマカツバーバラ 高橋優 アイキャッチング 黒木豊 デルマラム 川添明
希 ヤマミダンス 中川雅 レヴェナント 黒木豊 デルマキール 金田一 メイショウオニグマ 高橋道
希 ムーンファースト 金田一 ナリタカピリナ 高橋道 ロゼッタストーン 金田一 タケノハーバー 中川雅
希 マイネルリボーン 髙橋俊 オーミティグリス 中川雅 レイズアチアー 鈴木長 テンエイハヤブサ 菅原欣
希 グルームアイランド 髙橋俊 クレードラリュンヌ 川添明 カルチャーバリュー 黒木豊 エーブゴールドマン 井樋一
希 ナガラオリオン 金田一 コスモボアソルテ 金田一 トーアウラシマ 室井眞 アスターフィール 加藤和
希 プラチナバディ 加藤義 ドロダンゴ 髙橋俊 ドロテーア 鈴木長 パーフェクトクイン 吉井敏
希 ブラックビアド 中川雅 ミーヤリープリー 金田一 コウユーカゼニノリ 髙橋俊 クイニーアマン 加藤義
希 ルクナバード 宗綱泰 ヤマチョウタンゴ 黒木豊 クラルテアンジュ 田嶋幸 スタークライナー 黒木豊
希 ベルウッドデナリ 加藤義 フジノナデシコ 鈴木長 エンジェルピース 井樋一 サノヘッド 鈴木長
希 ディアグリスター 菅原欣 ショウモクアイリス 加藤和       

エグジビッツ 金田一          
         

優 ： 優先出走馬（トライアル競走１着馬）          
希 ： 希望投票馬   

第 ８ 回 娯 楽 の  
楽天競馬で金沢競馬を楽しみましょう グ ラ ン ゼ ー ラ 杯
特 別 Ｂ１－③ 1500m Ｂ２－⑥ 1400m Ｃ１－⑥ 1400m
Ａ１－② 1700m 1日目　9Ｒ 11頭 4日目　9Ｒ 10頭 3日目　7Ｒ 10頭
4日目　11Ｒ 12頭 調教師 調教師 調教師

調教師 ドゥスール 黒木豊 アラカント 奥高平 バジガクソレイユ 加藤義
サノラブ 鈴木長 サクライザベル 加藤義 デルマタッシャデナ 金田一 ランパートエース 中川雅
イッセイイチダイ 佐藤茂 アートオブダムール 中川雅 ミヤギノサクラ 金田一 タケノオーラ 加藤義
ティモシーブルー 金田一 ヴァイスシュテルン 髙橋俊 ラストノート 金田一 ミスターエックス 高橋優
トウショウプライド 佐藤茂 ノアキャッスル 鋤田誠 テラフォーマー 吉井敏 バトルガニアン 鈴木長
フェイマスラブ 佐藤茂 ソリッドボート 黒木豊 ウエスタンソレイユ 菅原欣 オーミプレスト 鈴木正
ミスアンナ 中川雅 ウェディングラン 宗綱泰 ジュエリーハンター 金田一 ヒャダルコ 髙橋俊
コウエイバラノマチ 鈴木長 キホンハシコ 髙橋俊 アイムソーハッピー 宗綱泰 アンフォルタス 菅原欣
オーバークロック 加藤和 ロイジービヴ 黒木豊 オメガベントレー 鈴木長 ルガノスター 奥高平
フェリシアルチア 金田一 ネオブラスト 吉井敏 ハーモニームジーク 佐藤茂 コウユーカゲムシャ 髙橋俊
ゴールドハリアー 黒木豊 ヴレ 黒木豊       
ヴィジリア 髙橋俊          
トーホウボニータ 菅原欣          
            
   

Ｊ Ｒ Ａ 交 流 楽天スーパーポイント貯まる楽天競馬 九 谷 茶 碗 ま つ り
金 沢 城 賞 特 別 特 別
４歳以上：ＪＲＡ５００万下 Ｂ２－① 1500m Ｃ１－① 1500m Ｃ１－⑦ 1400m
金沢Ａ２級①以下 1500m 3日目　11Ｒ 12頭 4日目　8Ｒ 10頭 3日目　6Ｒ 10頭
2日目　9Ｒ 12頭以内 調教師 調教師 調教師

調教師 ウインクルゴール 中川雅 シグラップマリア 鋤田誠 ユッセ 金田一
Ｊ マッカートニー 梅田智 チェリートレジャー 松野勝 ノーブルプロスパー 鈴木長 ジオ 金田一
Ｊ エイシンエレガンス 石坂公 バジガクスペラーレ 加藤義 ブルーウィング 髙橋俊 ウインドウイスパー 野田幸
Ｊ メイショウルミナス 高柳瑞 ジェイケイフージン 髙橋俊 ハニーブーケ 中川雅 パワーオブワード 鈴木正
Ｊ スターリングブルス 上村洋 アリゲイター 松野勝 ミライヘノコドウ 鈴木長 ユンゼイ 井樋一
Ｊ マラビージャ 村山明 アメリカンイーグル 室井眞 プレシャスギフト 鈴木長 ウインドユナチャン 野田幸
Ｊ サンマルジョイ 大根裕 ヤマチョウルンバ 黒木豊 シュシュ 菅原欣 ゴクロウサマ 黒木豊

Ｊ補 エイシンネメシス 奥村豊 ジョインフォース 佐藤茂 スカイステージ 黒木豊 ベネフィットユー 黒木豊
Ｊ補 メイショウアワジ 西橋豊 ルールゴールド 高橋道 ミキノハルモニー 中川雅 ダイワファッション 鈴木長

カトリーヌスリジエ 高橋道 エイシンリンリン 鈴木長 ウインドフェアリー 野田幸 ヒロインボーイ 鋤田誠
ハルヲヨブオンナ 金田一 ラスカルグレイ 鈴木長       
マルカンベルガー 高橋道 ファヴール 加藤和       
ミヤギノセンス 金田一          
ミキノグランプリ 中川雅          
ナガラリバー 金田一

 
 
 Ｂ２－② 1500m Ｃ１－② 1500m Ｃ１－⑧ 1500m
Ｊ：中央所属馬 3日目　10Ｒ 11頭 4日目　7Ｒ 10頭 3日目　5Ｒ 10頭
Ｊ補：中央補欠馬 調教師 調教師 調教師
希望投票馬なし レイズアスピリット 金田一 ナチュラルウインド 金田一 ヴェネツィア 田嶋幸
   ロイヤルソード 中川雅 エイシンソニック 川添明 メガンテ 髙橋俊
中央所属馬は６頭以内   スイスピリッツ 髙橋俊 ハテ 高橋優 マイネルパロサント 鈴木長
交流馬の確定は４月１９日午後５時頃の予定 デルマネライウチ 金田一 ディグアップセンス 鈴木長 アガタピアス 菅原欣
   シュヴァノーティ 鈴木長 カジノノーブル 黒木豊 バーニングマン 奥高平
   キタカップ 金田一 ツガノホマレ 髙橋俊 フォーチュンカムズ 髙橋俊
   エクセルビーム 川添明 ガンロック 中川雅 プリティエレガンス 室井眞
   ベルウッドタマド 加藤義 クレバーフォース 高橋優 リュイザン 奥高平
   アウリイラニレフア 鋤田誠 ブルーセクション 鋤田誠 トウショウチヌーク 佐藤茂
   ヤマカツポセイドン 高橋優 ホーリークロス 中川雅 エウチアーモ 鋤田誠
   ブラフマン 川添明       
            
            
            
   

 
楽天競馬で楽しくおトクに！
特 別 Ｂ２－③ 1400m Ｃ１－③ 1400m Ｃ１－⑨ 1500m
Ａ２－② 1700m 3日目　8Ｒ 10頭 4日目　6Ｒ 10頭 3日目　4Ｒ 10頭
1日目　11Ｒ 12頭 調教師 調教師 調教師

調教師 ハクサングロウ 加藤義 ティボリゲール 金田一 ポルカ 髙橋俊
エイシンペガサス 髙橋俊 メイショウフレイヤ 鈴木長 ピーチェス 加藤義 ヴァンテラス 川添明
キュアホリデー 川添明 トップメダリスト 高橋道 バジガクミワチャン 加藤義 カネトシアイリス 中川雅
オイヌサマ 鈴木正 マリーララヒメ 金田一 ウインドワルツ 野田幸 エスペランサスカイ 鈴木正
エトワールドロゼ 金田一 ライフトップガン 鈴木正 エムティナナ 佐藤茂 イマジンピース 加藤義
ヒデサンイーグル 黒木豊 マローネアイ 菅原欣 タイセイマリーン 加藤和 ヤマカツクリスエス 高橋優
メーティス 佐藤茂 ナリタノヘア 高橋道 モーニングニュース 鈴木長 ガッテンキャンパス 室井眞
カンカン 髙橋俊 オフコース 黒木豊 ティエンラン 川添明 ナポリタン 鈴木長
サノイチ 鈴木長 デルマサンブッカ 金田一 ユーロジャイズ 黒木豊 インパクトレディー 鋤田誠
ファンタサイズ 吉井敏 ハートブレイク 鈴木長 ニットウツバキ 佐藤茂 アイペイリッチマン 中川雅
マイネルヘミニス 鈴木長          
ヒカルカミヒコーキ 佐藤茂          
カトリーヌエミュー 高橋道          
            
   

中 黒 家 ・ 榊 原 家 の
楽天競馬はスマホでも便利です 結婚式の祝儀を稼ごう杯 藤 江 弘 卒 寿 記 念 杯
特 別 Ｂ２－④ 1500m Ｃ１－④ 1400m
Ｂ１－① 1700m 4日目　10Ｒ 10頭 4日目　5Ｒ 10頭
2日目　11Ｒ 12頭 調教師 調教師

調教師 フクノベルサイユ 吉井一 サードアイ 佐藤茂    
トーセンエポナ 髙橋俊 サンキューゴッド 髙橋俊 トーセンヴェント 室井眞    
トサイチ 金田一 ミサワゲーリー 金田一 チャームドライフ 黒木豊    
メイカーズムービー 黒木豊 トップライジング 高橋道 トミケンミルト 鈴木長    
アウズ 吉井敏 マイネルピオネロ 髙橋俊 ノーブルステップ 佐藤茂    
ディターミネイト 金田一 サンリットデュー 黒木豊 パープルパルピナ 鈴木正    
センノギモーヴ 佐藤茂 マナレア 川添明 メイショウカクオビ 鈴木長    
アヴォーリオ 髙橋俊 モナーキズム 髙橋俊 カーネーション 金田一    
マヤノカデンツァ 田嶋幸 ヤマカツヒーロー 高橋優 カワキタカスタマー 加藤和    
ヤマカツトップガン 高橋優 ゴールデンパレス 鈴木長 ユメヲノセテ 菅原欣    
ドリームバンバン 鈴木長          
エイシンクウカイ 髙橋俊          
アザミジョウ 鈴木長

平成３１年度 石川県営第３回【 通算第３回 】金沢競馬　出走馬一覧表



４２７頭 №２

風 と 緑 の 楽 都音 楽祭 準重賞　スポーツニッポン杯
特 別 ノ ト キ リ シ マ 賞
Ｃ２－① 1400m Ｃ２－⑦ 1500m ３歳牝馬 1500m ３Ｂ－③ 1500m
2日目　10Ｒ 10頭 1日目　3Ｒ 10頭 1日目　10Ｒ 12頭 2日目　3Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
スガノゴールド 加藤義 ミネルバビスチェ 金田一 希 ミエルミエーレ 金田一 エムティモモ 佐藤茂
アリエッティ 佐藤茂 ケンディザイア 川添明 希 ノーブルアーレス 髙橋俊 カトリーヌボヌール 高橋道
シンボリソウル 鈴木長 カヴァイヨン 川添明 希 マナミラー 金田一 モンドエール 田嶋幸
ブラウンアジタート 室井眞 ダイヤモンドアイズ 中川雅 希 チジョウノホシ 髙橋俊 ウインコンダクター 吉井敏
ジョージフォンテン 奥高平 アトムフェニックス 菅原欣 希 ミリオンピエール 佐藤茂 ビッグホイール 松野勝
デルママオタイ 金田一 ホーリーバーン 吉井一 希 ワンモアグローリー 佐藤茂 エメノティアラ 佐藤茂
クワイトファイン 髙橋俊 マサノミュージック 川添明 希 ビビッドオスカー 加藤義 ヴァイスロイ 菅原欣
デンカノホウトウ 井樋一 ベニノレジーナ 井樋一 ロンギングルック 金田一 キタサンデー 加藤義
ハクサンナチュラル 加藤義 ハクサンオダイリ 加藤義 ビシュラ 鈴木正 ノルニル 金田一
ベルコルポ 佐藤茂 サンビリングス 鈴木長 ルシコンダビーチ 鋤田誠 ブラックビーンズ 金田一
      エンプレスアロー 金田一 クィーンライナー 鋤田誠
   スタークィーン 金田一    
            
   希 ： 希望投票馬      

  
マイマイ結婚おめでとう記念  

Ｃ２－② 1400m Ｃ２－⑧ 1400m ３Ａ－① 1700m ３Ｂ－④ 1400m
2日目　8Ｒ 10頭 1日目　2Ｒ 10頭 1日目　8Ｒ 12頭 2日目　2Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
エスピオンヌ 田嶋幸 シュガーベイ 井樋一 ニューホープ 中川雅 フミタツタイガー 菅原欣
ナカザルオー 菅原欣 エイダイコンドル 佐藤茂 サノオーソ 鈴木長 マンゴープリン 宗綱泰
スマートパートナー 鈴木長 トーアエグレット 鈴木長 スターキャデラック 加藤義 アンコールステージ 金田一
ギンガセブン 加藤和 アニマンド 室井眞 スパンブリー 金田一 フウバ 鈴木長
ハクサンシップ 加藤義 グッドワークス 井樋一 テンブン 川添明 キタグルーム 金田一
リジカーレ 鋤田誠 デルマレッドアイ 鋤田誠 ジュウワンマックス 中川雅 マイノボル 鈴木正
ミリノカイザー 吉井一 エイン 菅原欣 トーセンバラライカ 髙橋俊 プエブラ 宗綱泰
クリノアンボワーズ 井樋一 アムールクエスト 中川雅 チクリ 金田一 スイセー 田嶋幸
マグナムオプス 中川雅 コスモアリーナ 井樋一 ソウゲンノカゼ 金田一 カズノマックイーン 鈴木正
ビナロータス 加藤和 スイートベイ 鈴木長 ストロングジェット 奥高平 ディーエスマグナム 菅原欣
      セイガイハ 菅原欣   
      トーセンストレート 川添明    
         
         

 
 

Ｃ２－③ 1500m Ｃ２－⑨ 1400m ３Ａ－② 1500m ３Ｂ－⑤ 1400m
2日目　7Ｒ 10頭 1日目　1Ｒ 10頭 1日目　7Ｒ 12頭 2日目　1Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
グッドミル 黒木豊 デルマシードル 川添明 ズオズオエンジェル 川添明 クリプトカレンシー 室井眞
エイシンレディバグ 川添明 ヤマショウダムール 宗綱泰 ノーブルペガサス 金田一 アリコルージュ 菅原欣
ウインドティアーモ 野田幸 マキルヘニー 川添明 ソレイケヤッコ 髙橋俊 ブルーアトール 宗綱泰
シゲルエチゴ 鈴木長 ウインドエルドール 野田幸 ミーラークルム 鈴木長 サノノオウジ 鈴木長
テンエイリリー 井樋一 キタノスバル 吉井一 キャッスルティアラ 金田一 ケンブリッジウィズ 金田一
ピヨピヨッコ 野田幸 ファンライフ 川添明 ルリユール 黒木豊 ハッピービギニング 菅原欣
シシマル 川添明 セリアノーブル 鋤田誠 ケイコクノビジン 髙橋俊 マイネルフィデス 鈴木長
キョウエイアンジュ 野田幸 ゴールデンアトム 菅原欣 ロクヨンハート 佐藤茂 ビバーチェランラン 佐藤茂
マイネルクロノス 奥高平 オリオリ 菅原欣 ミスターバトルマン 菅原欣 アカネジョウ 鈴木長
ウインベルズトール 鈴木長 オーミエスティーム 鈴木正 アクティヴローズ 加藤義 ナムラダイダロス 黒木豊
      レジーナトウショウ 菅原欣   
      コウエイスパークル 鈴木長   
            
            

早稲田大学テンポイント   
存 続 令 和 突 入 記 念  

Ｃ２－④ 1500m Ｃ２二走－① 1400m ３Ａ－③ 1400m ３Ｂ二走－① 1400m
2日目　5Ｒ 10頭 4日目　1Ｒ 12頭以内 1日目　5Ｒ 11頭 3日目　2Ｒ 12頭以内

調教師 調教師
パットサイテ 加藤義    ロゼオランジュ 加藤義    
ケイアイムーンバ 吉井敏 　Ｃ２級２日目編成馬のうち、後半も ゴールドレン 宗綱泰 　３歳１日目編成馬（ノトキリシマ賞
トミケンフィーナ 鈴木長 出走を希望する馬で、金沢競馬番組、 ピエールサンデー 吉井敏 を除く）のうち、後半も出走を  
ピサノベルベット 鈴木長 「二走表示競走編成等実施要領」に レッツゴーレツコ 宗綱泰 希望する馬で、金沢競馬番組、  
ジャストザホマレ 松野勝 基づき編成する。 スカイオリオン 佐藤茂 「二走表示競走編成等実施要領」  
ベアトリス 井樋一 サッキースピネル 加藤義 に基づき編成する。  
スパイホップ 井樋一 　確定格付は、４月２３日開催終了後 トーセンルビー 鈴木長  
コウエイゴールド 鈴木長 に発表する。  カトリーヌレーヴ 高橋道 　確定格付は、４月２３日開催終了後
オーミガボット 鈴木正   オトキチペッタンコ 鈴木長 に発表する。   
ディアライドオン 菅原欣   ジェイケイジーク 髙橋俊    
     マウナケア 川添明    
   Ｃ２二走－② 1400m        
   3日目　3Ｒ 12頭以内     ３Ｂ二走－② 1400m  
         4日目　3Ｒ 12頭以内  

  
Ｃ２二走－③ 1400m    
3日目　1Ｒ 12頭以内 ３Ｂ二走－③ 1400m

Ｃ２－⑤ 1400m ３Ｂ－① 1500m 4日目　2Ｒ 12頭以内
1日目　6Ｒ 10頭 2日目　6Ｒ 11頭

調教師 　Ｃ２級１日目編成馬のうち、後半も 調教師
コンノートヒューズ 金田一 出走を希望する馬で、金沢競馬番組、 ショウリノビジョン 鈴木長 　３歳２日目編成馬のうち、後半も
キックオフ 松野勝 「二走表示競走編成等実施要領」に レイファルコン 金田一 出走を希望する馬で、金沢競馬番組、
プチテアートル 菅原欣 基づき編成する。 エムザックレガシー 中川雅 「二走表示競走編成等実施要領」に
バジガクノルン 加藤義 アマノコマンダー 金田一 基づき編成する。
ユキノジャパン 松野勝 　確定格付は、４月２３日開催終了後 テンノビロク 髙橋俊
サムライロード 吉井敏 に発表する。 ヤマミライオン 中川雅 　確定格付は、４月２３日開催終了後
ディアルレイル 鋤田誠 ウズシオ 金田一 に発表する。
エイトワンダー 室井眞 コケラオトシ 菅原欣
ゴールデンスランバ 川添明 ポルヴォロン 加藤義
シトワイアン 中川雅 シュパイヤー 鈴木長
   ミルクステージ 高橋道
      
      
      

  
 

Ｃ２－⑥ 1500m ３Ｂ－② 1500m
1日目　4Ｒ 10頭 2日目　4Ｒ 11頭

調教師 調教師
ネオジェネラル 田嶋幸 コスモブッカー 吉井敏
ブリリアントレター 菅原欣 サンマッキニー 菅原欣
チェリーソング 井樋一 フクノモンルージュ 鈴木長
ウイナー 加藤義 マナヤクシ 川添明
エールマリアージュ 鈴木長 ベニハルカ 川添明
スターヴォヤージ 川添明 セイカヴォーグ 佐藤茂
プレシャスパワー 奥高平    ビーワンビランサー 金田一
ヘイムダル 鈴木長    ノンノンナイン 鈴木長
クレイジームーン 井樋一    アトミックスワップ 菅原欣
アイラヴキャンディ 井樋一    シャイリースマイル 黒木豊
      モリオン 宗綱泰 　出 走 日 が 同 一 で 、 同 一 階 級 内

　の 各 組 の 出 走 投 票 数 が 異 な る

　場 合 は 、 出 走 投 票 馬 を も っ て

　編 成 替 え す る こ と が あ る 。

　投 票 頭 数 に よ り 、 競 走 番 号 を

　変 更 す る こ と が あ る 。

   

平成３１年度 石川県営第３回【 通算第３回 】金沢競馬　出走馬一覧表

☆　注   意   事   項　☆


