
４６９頭 №１

【 距 離 選 択 】
楽天競馬でEnjoy金沢けいば！
特 別 カ タ バ ミ 賞 金箔雪吊りライトアップ賞 （ 特 別 編 成 ）
Ａ１－① 1900m Ｂ１－③以下牝馬 1400m Ｂ２－③ 1400m Ｃ１－③ 1500m
3日目　10Ｒ 12頭 1日目　9Ｒ 11頭 4日目　7Ｒ 11頭 4日目　4Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
希 グルームアイランド 髙橋俊 ヤマカツバーバラ 高橋優 トップメダリスト 高橋道 オフコース 黒木豊
希 フェイマスラブ 佐藤茂 ウインクルゴール 中川雅 セイガイハ 菅原欣 バジガクソレイユ 加藤義
希 マイネルリボーン 髙橋俊 カンカン 井樋一 ケンブリッジジッタ 金田一 テンエイハヤブサ 菅原欣
希 メジャーシップ 佐藤茂 アイムホーム 菅原欣 ネオブラスト 吉井敏 ユーロジャイズ 黒木豊

ヤマミダンス 中川雅 オースミペンタス 高橋道 クレイジームーン 井樋一 パーフェクトクイン 吉井敏
ミスアンナ 中川雅 カトリーヌレーヴ 高橋道 ハクサンラピッド 加藤義 ソレイケヤッコ 髙橋俊
ハタノサンドリヨン 菅原欣 アートオブダムール 中川雅 グレイスマロン 高橋優 ティーグローリー 宗綱泰
コスモボアソルテ 金田一 ゴールデンパレス 加藤和 ラントシャフト 加藤和 ウインドフェアリー 野田幸
タンクティーエー 髙橋俊 バジガクスペラーレ 加藤義 マナミラー 金田一 ファヴール 加藤和
フジノナデシコ 加藤和 レッドオリアナ 加藤和 ライフトップガン 鈴木正 ルバクオーリ 加藤和
マヤノガルネリ 田嶋幸 ホワイトフローラ 佐藤茂 コンボルブルス 中川雅 カルチャーバリュー 井樋一
ハルヲヨブオンナ 金田一      
        
希 ： 希望投票馬        

 
   

【 距 離 選 択 】  
おトクな楽天競馬で金沢けいばが楽しい
特 別 2019JBC浦和まであと15日 朔也君　誕生おめでとう記念 ダ イ ヤ モ ン ド リ リ ー 賞
Ａ１－② 1700m Ｂ１－④ 1500m Ｂ２－④ 1500m Ｃ１－④以下牝馬 1500m
4日目　10Ｒ 12頭 1日目　11Ｒ 11頭 3日目　9Ｒ 11頭 3日目　7Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
希 ドリームズライン 佐藤茂 カヴァイヨン 川添明 カジノノーブル 黒木豊 ミスプロト 佐藤茂
希 サノラブ 加藤和 ブルーウィング 髙橋俊 アイキャッチング 黒木豊 エスピオンヌ 田嶋幸
希 イーゼル 黒木豊 ミキノハルモニー 中川雅 ヴェネツィア 田嶋幸 ロゼオランジュ 加藤義
希 ハクサンウェーブ 加藤義 デルマタッシャデナ 金田一 ナックテイオー 金田一 ゴクロウサマ 黒木豊
希 マルカンベルガー 高橋道 ヴレ 黒木豊 デンカノホウトウ 井樋一 メイショウフレイヤ 加藤和

キタノシャガール 中川雅 ニューヨーカー 田嶋幸 ブラスト 野田幸 サパムーカンチャイ 金田一
コスモドーム 松野勝 チェリートレジャー 松野勝 ストロングジェット 奥高平 キャンディソング 加藤和
ブラックビアド 中川雅 カワキタカスタマー 加藤和 デルママオタイ 金田一 グレイスベルン 川添明
ベルウッドデナリ 加藤義 ロゼッタストーン 金田一 デュアリティ 金田一 チジョウノホシ 髙橋俊
ミキノグランプリ 中川雅 マイティテソーロ 菅原欣 スマートパートナー 加藤和 デルマチャチャ 金田一
コウエイバラノマチ 加藤和 スタークライナー 黒木豊 ヴァイスシュテルン 奥高平 アガタピアス 菅原欣
ハクサンフラワー 加藤義      
        
希 ： 希望投票馬        

 
白山ろくの実りを味わう    
特 別 第 ７ 回 藤 田 記 念 2019JBC浦和まであと8日 祐歩君　誕生おめでとう記念
Ａ２－① 1700m Ｂ１－⑤ 1400m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－⑤ 1400m
2日目　10Ｒ 12頭 1日目　8Ｒ 11頭 3日目　11Ｒ 11頭 3日目　8Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
デルマアブサン 金田一 サッキースピネル 加藤義 カネトシアイリス 中川雅 テラフォーマー 吉井一
ディターミネイト 金田一 ルールゴールド 高橋道 ブラヴューラ 田嶋幸 イーサンフェイス 川添明
スマイルゴーイング 加藤義 ナチュラルウインド 金田一 ソリッドボート 黒木豊 コスモブッカー 吉井敏
ドロダンゴ 髙橋俊 ミリオンピエール 佐藤茂 ジョインフォース 佐藤茂 バトルガニアン 加藤和
ルクナバード 宗綱泰 コウユーカゲムシャ 髙橋俊 ルリユール 黒木豊 ロクヨンハート 佐藤茂
ビオラフォーエバー 加藤和 ビナイーグル 加藤和 ティエンラン 川添明 アイゴットイット 中川雅
エターナルヒーロー 中川雅 ウインバース 高橋優 ブリリアントレター 菅原欣 トーセンストレート 川添明
トーセンエポナ 髙橋俊 アメリカンイーグル 室井眞 ホーリークロス 中川雅 オーミプレスト 鈴木正
ビップフェリックス 中川雅 コルテ 中川雅 ジュエリーハンター 金田一 スパイホップ 井樋一
ゴールドハリアー 黒木豊 ケンブリッジベスト 金田一 レイズアチアー 加藤和 ハクサンシップ 加藤義
プラチナバディ 加藤義 サノカナ 加藤和 タイセイマリーン 加藤和   
スマイルフォース 高橋優     
       
        

楽天スーパーポイント貯まる楽天競馬    
特 別    
Ａ２－② 1700m Ｂ１－⑥ 1400m Ｂ２－⑥ 1500m Ｃ１－⑥ 1400m
1日目　10Ｒ 12頭 2日目　7Ｒ 11頭 3日目　5Ｒ 11頭 3日目　3Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ヴィジリア 髙橋俊 トーセンヴェント 室井眞 マッケンユウ 髙橋俊 オメガベントレー 加藤和
ライトブリンガー 吉井敏 ディーズエフォート 佐藤茂 アリゲイター 奥高平 デルマヴォージュ 金田一
トーホウボニータ 菅原欣 ナリタカピリナ 高橋道 ピーチェス 加藤義 コケラオトシ 菅原欣
スターインステルス 加藤義 エイシンクウカイ 髙橋俊 フクノベルサイユ 吉井一 ショウリノビジョン 加藤和
カトリーヌスリジエ 高橋道 カフジマーキュリー 加藤和 マグナムオプス 中川雅 セイカハルカゼ 佐藤茂
ヤマカツポセイドン 高橋優 ナモンブライアン 菅原欣 ミリノカイザー 吉井一 ダイユウブライアン 高橋優
フクノヴァランス 加藤和 ユメヲノセテ 菅原欣 ウインクルマリヒメ 鈴木正 テンノクイン 井樋一
ハイランドグラス 金田一 ジョージフォンテン 奥高平 ベルコルポ 佐藤茂 ドナリエラ 菅原欣
デルマオウショウ 金田一 ハクサングロウ 加藤義 ベイビーシャンク 中川雅 ブルーセクション 井樋一
ハクサンキャノン 加藤義 エムティナナ 佐藤茂 シュヴァノーティ 加藤和 ケンディザイア 川添明
サンリットデュー 黒木豊 ヒャダルコ 髙橋俊 コウエイスパークル 加藤和  
ワンショットキラー 松野勝      

       
      

手取川サーモンフィッシング 準 重 賞 国 造 ゆ ず ま つ り 賞  
特 別 新 冠 産 駒 杯 （ 特 別 編 成 ）  
Ｂ１－① 1500m Ｂ１級以下　新冠産駒 1400m Ｃ１特選 1500m Ｃ１－⑦ 1400m
2日目　8Ｒ 11頭 4日目　9Ｒ 12頭 4日目　8Ｒ 11頭 3日目　2Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
マリーララヒメ 川添明 希 ヤマチョウタンゴ 黒木豊 ラインシャーロット 加藤和 ウインドワルツ 野田幸
ブロウユアマインド 加藤和 希 スカイステージ 黒木豊 イリュージョニスト 松野勝 プリティエレガンス 室井眞
セイウンニジョーズ 菅原欣 希 ヤマチョウルンバ 黒木豊 マグレブ 加藤和 ダイユウゲネシス 菅原欣
パズルリンクス 黒木豊 希 シュシュ 菅原欣 スカイオリオン 佐藤茂 マナレア 川添明
ラスカルグレイ 加藤和 希 セリアノーブル 鋤田誠 アスターフィール 加藤和 アオテンジョウ 吉井敏
カトリーヌエミュー 高橋道 希 クルクルティンクル 菅原欣 ウエスタンソレイユ 菅原欣 シシマル 川添明
ベルウッドタマド 加藤義 希 ユンゼイ 井樋一 ミスターエックス 高橋優 ビーワンビランサー 金田一
ハシルキセキ 金田一 希 ナムラモア 加藤和 クイニーアマン 加藤義 オリアナロゼッタ 佐藤茂
ファンタサイズ 吉井敏 希 ハコダテカーニバル 加藤和 サステイナビリティ 髙橋俊 ベネフィットユー 黒木豊
イマジンピース 加藤義 希 コスモアリーナ 井樋一 キョウエイミーレス 金田一 バーニングマン 奥高平
スイスピリッツ 髙橋俊 アザミジョウ 加藤和 ユッセ 金田一
 マイネルピオネロ 髙橋俊   
     
  希 ： 希望投票馬   

  千枚田あぜのきらめき賞
金沢競馬で楽天スーパーポイント貯めよう賞 2019JBC浦和まであと6日 （ 特 別 編 成 ）
Ｂ１－② 1500m Ｂ２－② 1500m Ｃ１－② 1500m Ｃ１－⑧ 1400m
2日目　11Ｒ 11頭 4日目　11Ｒ 11頭 4日目　6Ｒ 11頭 3日目　1Ｒ 10頭

調教師 調教師 収得賞金 調教師 調教師
ドゥスール 黒木豊 ラストノート 金田一 ナポリタン 100.0 室井眞 ペネトレーター 加藤義
レヴェナント 黒木豊 フォーチュンカムズ 髙橋俊 キタカップ 94.0 金田一 メイショウカクオビ 加藤和
シャイニングボルト 金田一 パリッシュブルー 中川雅 ホシフルドヒョウ 93.0 髙橋俊 ザセイシュンズモウ 髙橋俊
マローネアイ 菅原欣 ナリタノヘア 高橋道 パワーオブワード 93.0 鈴木正 ルシコンダビーチ 鋤田誠
フラッシュアロー 金田一 カーネーション 金田一 エンジェルピース 90.0 井樋一 ダークオブザナイト 金田一
ツガノホマレ 髙橋俊 パープルパルピナ 鈴木正 カズマッケンリー 86.0 髙橋俊 ハニーブーケ 中川雅
マナツノヨノユメ 金田一 エイシンソニック 川添明 パットサイテ 74.0 加藤義 デルマシードル 川添明
エウチアーモ 鋤田誠 ホリーセクション 鋤田誠 ポルカ 47.0 髙橋俊 エーブゴールドマン 井樋一
ハートブレイク 加藤和 トウカイフェスタ 髙橋俊 マイネルパロサント 46.0 室井眞 オーミルーティン 鈴木正
ウェディングラン 宗綱泰 ノアキャッスル 鋤田誠 ハクサンアレグリア 40.0 加藤義 オスティリオ 加藤和
ビシュラ 鈴木正 ヴェルヴェット 菅原欣 ミライヘノコドウ 32.0 加藤和

令和元年度 石川県営第１３回【 通算第１６回 】金沢競馬　出走馬一覧表

※ C １ 級 ① ～ ③ 、 C ２ 級 ① ～ ③ 組 は 前 ３ 走 分 の 収 得 賞 金 順 ※



４６９頭 №２

神 無 月
特 別

Ｃ１－⑨ 1400m Ｃ２－⑥ 1400m Ｃ２－⑫ 1500m ２歳－① 1400m
4日目　1Ｒ 10頭 1日目　6Ｒ 10頭 1日目　5Ｒ 10頭 4日目　5Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
リジカーレ 鋤田誠 ホットスタンプ 髙橋俊 フォースキャリア 佐藤茂 フジヤマブシ 黒木豊
サンビリングス 加藤和 アムールクエスト 中川雅 レッドルーナ 加藤和 ドンナフォルテ 金田一
クリノアンボワーズ 井樋一 ハクサンオダイリ 加藤義 トーアコルシャ 加藤和 ハイタッチガール 中川雅
オーミガボット 鈴木正 アレミティ 髙橋俊 エイシンモンクール 加藤和 グラムデイジー 金田一
アリュモモフェイス 金田一 ゴールドウイスパー 川添明 スパローリズム 川添明 カガノホマレ 菅原欣
プレシャスギフト 加藤和 トミケンカリム 菅原欣 ソルカマル 金田一 アウマクア 金田一
プチテアートル 菅原欣 ヴィンチェロ 佐藤茂 トキノユウホウ 佐藤茂 ストロングフーヴス 金田一
シロボシ 宗綱泰 クリキンツバ 川添明 ヒロノアンビシャス 田嶋幸 ハクサンホーリー 加藤義
ゴーオンハート 松野勝 スペシャルトリップ 黒木豊 エイシンローハス 加藤義 ミライヘノトビラ 髙橋俊
ユキノジャパン 井樋一 エムザックレガシー 中川雅 ミスホナミ 宗綱泰 ノブマル 加藤和
      
       
        

       

河北潟ふれあいフェスタ賞    
（ 特 別 編 成 ） スプリントプリンセス賞  
Ｃ２特選 1700m Ｃ２－⑦以下３歳牝馬 900m Ｃ２－⑬ 1400m ２歳－② 1500m
2日目　9Ｒ 11頭 1日目　4Ｒ 10頭 1日目　2Ｒ 10頭 4日目　3Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
オーミシンゲン 中川雅 希 サルース 加藤義 スマイルベティ 佐藤茂 リザード 髙橋俊
サトノプロミネント 吉井敏 希 ソルヴィクトリア 菅原欣 ベリサ 鋤田誠 スピードドドド 金田一
エムテイロード 鈴木正 ファルネーゼブルー 髙橋俊 ミスティネイル 高橋優 ヤマミルーラ 中川雅
ケンビション 金田一 ミルクステージ 高橋道 シンモエ 宗綱泰 マロンブランド 金田一
セイカアミダイケ 佐藤茂 ゴールドレン 宗綱泰 エバーブラック 宗綱泰 エムティエーレ 佐藤茂
クィーンライナー 鋤田誠 ハクサンディヴォ 加藤義 フルオブドリームズ 中川雅 シオジレア 鋤田誠
ニッポンダンジ 中川雅 ボーナファイディ 黒木豊 スズチャン 加藤義 ダブルポジション 菅原欣
ツーエムベリンダ 中川雅 テンノビロク 髙橋俊 クリアセーリング 黒木豊 マルハチアポロン 佐藤茂
カトレアテソーロ 室井眞 フクノモンルージュ 加藤和 メイショウセンテ 宗綱泰 シュネルン 髙橋俊
アリスチャン 加藤義 レイナアブソルータ 中川雅 グラッパディローザ 加藤和 ミステール 金田一
チェータシカ 菅原欣    
  希 ： 希望投票馬    

    
    

  
（ 特 別 編 成 ）   
Ｃ２－② 1500m Ｃ２－⑧ 1400m Ｃ２－⑭ 1400m ２歳－③ 1400m
2日目　6Ｒ 11頭 1日目　3Ｒ 10頭 1日目　1Ｒ 10頭 4日目　2Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
サルトグリーン 川添明 ブラックファラオ 宗綱泰 バモサバイラ 川添明 ジョーカーマーチ 佐藤茂
ビビッドオスカー 加藤義 ネオジェネラル 田嶋幸 ブルベアコローレ 菅原欣 エイダイインパクト 佐藤茂
タケノライデン 鋤田誠 ラブリーテイル 金田一 ブルベアビアンコ 菅原欣 フェロージュピター 佐藤茂
シゲルエチゴ 奥高平 サノノドラゴン 室井眞 サンマルエトワール 鋤田誠 チョウマイモン 金田一
ディアルレイル 鋤田誠 ヤースミーン 髙橋俊 ジャストインタイム 髙橋俊 ミリオンダッシュ 鋤田誠
バームブラック 加藤和 モンドエール 田嶋幸 ウインアウローラ 川添明 ストナビダンサー 鈴木正
ホッコールナアーラ 吉井敏 クロノスコープ 黒木豊 ジャムジャマ 川添明 ティアラクイーン 金田一
タイガーロータス 金田一 ラヴィブリランテ 高橋優 ブルーミングブーケ 菅原欣 ダンゼンユウリ 佐藤茂
ヒロインボーイ 鋤田誠 チェリーソング 井樋一 アーバーデイ 髙橋俊 フランキー 加藤義
ダイヤモンドアイズ 中川雅 アポロノワキザシ 髙橋俊 ハウル 髙橋俊 エグランティーヌ 加藤義
ウインドウイスパー 野田幸   
    
    

  

の ぶ っ ち ょ 生 誕 祭  （公社）日本軽種馬協会協賛
（ 特 別 編 成 ）  十 月 桜 賞
Ｃ２－③ 1400m Ｃ２－⑨ 1500m ２歳－④以下牝馬 1400m
2日目　4Ｒ 11頭 2日目　3Ｒ 10頭 3日目　6Ｒ 10頭

収得賞金 調教師 調教師 調教師
ピエールサンデー 22.0 吉井一 バルディッシュ 加藤義 ハクサンハート 加藤義
ローリンローリン 22.0 宗綱泰 マナヤクシ 川添明 タマモカスターニャ 加藤和
サムライロード 22.0 吉井敏 スプーンミー 菅原欣 カトリーヌアエラス 高橋道
タケノオーラ 15.0 加藤義 ウイナー 加藤義 オドリコ 川添明
ベニノレジーナ 15.0 井樋一 フクノマーチ 宗綱泰 プレシャスパール 菅原欣
ジャストザホマレ 0.0 井樋一 オーミハルカゼ 鈴木正 マリアオリエンテ 金田一
ジムマシーン 0.0 加藤和 ハーンハリーリ 宗綱泰 シンジュクマスク 金田一
ヤマカツクリスエス 0.0 高橋優 シュパイヤー 加藤和 サノノファンタジー 加藤和
ピヨピヨッコ 0.0 野田幸 ルンルンヘレンド 鋤田誠 ルミタン 中川雅
ルガノスター 0.0 奥高平 シャイリースマイル 黒木豊 ポワソニエール 中川雅
ウインコンダクター 0.0 吉井敏   
     
    

    
 

   
   
Ｃ２－④ 1500m Ｃ２－⑩ 1400m ２歳－⑤ 1400m
2日目　5Ｒ 11頭 2日目　2Ｒ 10頭 3日目　4Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
テンエイリリー 井樋一 テイエムワンダー 菅原欣 ダンチョウ 髙橋俊
ヴァンテラス 川添明 ハクサンウッド 加藤義 モズラフランス 川添明
プルメリアブーケ 加藤義 アウトストリップ 中川雅 ボールドデムーロ 加藤義
オートルフィーユ 髙橋俊 エールジョリー 室井眞 ジョージプリンス 加藤義
シンボリソウル 加藤和 グリームロータス 金田一 イダテンゴールド 黒木豊
フガク 菅原欣 デルマグランパレ 金田一 レッドルーシッド 中川雅
グッドワークス 井樋一 ランバート 髙橋俊 ナウアイムヒア 加藤義
ヴァトナヨークトル 金田一 レイファルコン 川添明 バロンブルー 金田一
オクラ 菅原欣 ライデン 奥高平 コスモボンバルダ 加藤和
ウインドエルドール 野田幸 ブリリアンティーン 黒木豊 シオジタイガー 金田一
エールベローチェ 金田一   
    
    
   

  
石井光夫さんお誕生日記念   
Ｃ２－⑤ 1500m Ｃ２－⑪ 1400m
1日目　7Ｒ 10頭 2日目　1Ｒ 10頭

調教師 調教師
ハクサンナチュラル 加藤義 トミケンヴァール 菅原欣
ケイコクノビジン 松野勝 ベルウインド 金田一 　出 走 日 が 同 一 で 、 同 一 階 級 内
スイセー 田嶋幸 ナリタニケ 高橋道
アンコールステージ 金田一 ガイヤルド 加藤和  
ガッテンキャンパス 室井眞 ベリベリワンダー 菅原欣 　の 各 組 の 出 走 投 票 数 が 異 な る
トーセンクリスタル 川添明 スマートフェイス 鈴木正
バリエンテドンナ 中川雅 カトリーヌボヌール 高橋道
パープルカムカム 鈴木正 イデアエルピス 金田一 　場 合 は 、 出 走 投 票 馬 を も っ て
ルフレシャンス 鋤田誠 キタノスバル 吉井一
サンマッキニー 菅原欣 ルーアリンド 加藤義

　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 。

   

令和元年度 石川県営第１３回【 通算第１６回 】金沢競馬　出走馬一覧表

☆　注   意   事   項　☆

※ C １ 級 ① ～ ③ 、 C ２ 級 ① ～ ③ 組 は 前 ３ 走 分 の 収 得 賞 金 順 ※


