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農 林 水 産 大 臣 賞 典 楽天競馬で特産品キャンペーン実施中！
重賞 第６７回 北 國 王 冠 特 別 粟 津 賞 もらってうれしい楽天スーパーポイント賞
３歳以上 地方全国交流 2600m Ａ２－② 1700m Ｂ１－⑥ 1400m Ｂ２－⑥ 1500m
3日目　10Ｒ 12頭以内 1日目　9Ｒ 12頭 1日目　7Ｒ 10頭 5日目　10Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
園 タガノゴールド 新子雅 ライトブリンガー 吉井敏 ミリオンピエール 佐藤茂 ヴァイスシュテルン 奥高平
岩 エンパイアペガサス 佐藤祐 スマイルフォース 高橋優 ナチュラルウインド 金田一 トップロマン 高橋道
園 メイショウオオゼキ 新子雅 マイネルピオネロ 髙橋俊 コルテ 中川雅 ブラヴューラ 田嶋幸
川 アッキー 林隆之 ヴィジリア 髙橋俊 レッドオリアナ 加藤和 ロックスピリット 金田一
園 バンローズキングス 松平幸 トーホウボニータ 菅原欣 デュアリティ 金田一 ユンゼイ 井樋一
川 サウスアメリカン 髙月賢 スターインステルス 加藤義 コウユーカゲムシャ 髙橋俊 レイズアチアー 加藤和
希 ティモシーブルー 金田一 カトリーヌスリジエ 高橋道 ビナイーグル 加藤和 タイセイマリーン 加藤和
希 グルームアイランド 髙橋俊 デルマサンブッカ 金田一 カネトシアイリス 中川雅 マッケンユウ 髙橋俊
希 ブラックビアド 中川雅 レッドヴィータ 加藤和 ウインバース 高橋優 アリゲイター 奥高平
希 マルカンベルガー 高橋道 デルマオウショウ 金田一 アメリカンイーグル 室井眞 ピーチェス 加藤義
希 マイネルリボーン 髙橋俊 距希外 サンリットデュー 黒木豊      
希 メジャーシップ 佐藤茂 ハクサンキャノン 加藤義      

      
希 ： 希望投票馬  距希外：距離選択希望投票編成クラス対象外馬     
  

【 距 離 選 択 】 Ｂ２級ウイナーズカップ
○ 他地区所属補欠馬（繰上り順）９頭 山 代 特 別 特 別 Kazu327 全 快 記 念

調教師 Ｂ１－① 1700m Ｂ２－① 1700m Ｂ２－⑦ 1500m
補①大 バイタルフォース 高野毅 2日目　8Ｒ 11頭 4日目　8Ｒ 11頭 5日目　6Ｒ 10頭
補②大 ツーエムアリエス 福永敏 調教師 調教師 調教師
補③大 ジュウワンマックス 中道啓 希 イマジンピース 加藤義 イリュージョニスト 松野勝 フクノベルサイユ 吉井一
補④大 サマルカンドブルー 中道啓 希 チェリートレジャー 松野勝 ウインクルマリヒメ 鈴木正 ベイビーシャンク 中川雅
補⑤園 ジャストコーズ 南弘樹 ワンショットキラー 松野勝 オフコース 黒木豊 マグナムオプス 中川雅
補⑥高 チャオ 工藤真 セイウンニジョーズ 菅原欣 距希外 ホシフルドヒョウ 髙橋俊 クルクルティンクル 菅原欣
補⑦園 トウシンイーグル 髙馬元 マリーララヒメ 川添明 チジョウノホシ 髙橋俊 ミリノカイザー 吉井一
補⑧大 ワールドレーヴ 渡邉和 マナツノヨノユメ 金田一 コウエイスパークル 加藤和 マグレブ 加藤和
補⑨川 ガヤルド 林隆之 ヤマチョウタンゴ 黒木豊 ダイユウブライアン 高橋優 シュヴァノーティ 加藤和

ミキノハルモニー 中川雅 ナムラモア 加藤和 ユーロジャイズ 黒木豊
カトリーヌレーヴ 高橋道 ダイユウゲネシス 菅原欣 サステイナビリティ 髙橋俊

岩 ： 岩手、大 ： 大井、川 ： 川崎、 ラスカルグレイ 加藤和 ダークオブザナイト 金田一 パーフェクトクイン 吉井敏
園 ： 園田、高 ： 高知競馬場所属馬 カトリーヌエミュー 高橋道 アリュモモフェイス 金田一   

      
　他地区所属出走予定馬が辞退した場合は、 希 ： 希望投票馬  距希外：距離選択希望投票編成クラス対象外馬   
他地区補欠順位上位の馬より繰り上げる。     

　他地区所属馬の繰上り締切は１０月３０日午後５時。 【 距 離 選 択 】  
楽天競馬で金沢競馬を楽しみま賞 おトクな楽天スーパーポイントざくざく賞  
Ｂ１－② 1500m Ｂ２－② 1500m Ｂ２－⑧ 1400m

○ 金沢所属補欠馬（繰上り順）１頭 2日目　10Ｒ 10頭 4日目　10Ｒ 10頭 5日目　5Ｒ 10頭
調教師 調教師 調教師

補①金・希 ヤマカツポセイドン 高橋優 希 スカイステージ 黒木豊 ディーズエフォート 佐藤茂 パットサイテ 加藤義
希 パズルリンクス 黒木豊 カフジマーキュリー 加藤和 ルバクオーリ 加藤和

　金沢所属補欠馬は１１月７日の出走投票 希 サッキースピネル 加藤義 ナリタカピリナ 高橋道 ラインシャーロット 加藤和
までに出走回避馬が出た場合に繰上げることとする。 希 レヴェナント 黒木豊 トーセンヴェント 室井眞 ソレイケヤッコ 髙橋俊

希 ヤマチョウルンバ 黒木豊 フォーチュンカムズ 髙橋俊 スカイオリオン 佐藤茂
ハシルキセキ 金田一 シュシュ 菅原欣 カズマッケンリー 髙橋俊
ベルウッドタマド 加藤義 オーミティグリス 中川雅 ティーグローリー 宗綱泰
ファンタサイズ 吉井敏 ユメヲノセテ 菅原欣 ウインドフェアリー 野田幸
スイスピリッツ 髙橋俊 ナリタノヘア 高橋道 ミライヘノコドウ 加藤和

ノ ー ベ ン バ ー フラッシュアロー 金田一 ナモンブライアン 菅原欣 オーミシンゲン 中川雅
特 別      
Ａ１－① 1900m 希 ： 希望投票馬      
4日目　9Ｒ 12頭       

調教師       
ドリームズライン 佐藤茂
サノラブ 加藤和  【 距 離 選 択 】
ヤマミダンス 中川雅 【 距 離 選 択 】  中能登町ばっこ祭り特別
ミスアンナ 中川雅 Ｂ１－③ 1400m Ｂ２－③ 1500m Ｃ１－① 1700m
イーゼル 黒木豊 2日目　5Ｒ 10頭 4日目　6Ｒ 10頭 5日目　7Ｒ 10頭
フェイマスラブ 佐藤茂 調教師 調教師 調教師
コスモボアソルテ 金田一 希 ドゥスール 黒木豊 ジョージフォンテン 奥高平 希 エンジェルピース 井樋一
フジノナデシコ 加藤和 希 エウチアーモ 鋤田誠 ハクサングロウ 加藤義 希 ペネトレーター 加藤義
マヤノガルネリ 田嶋幸 希 カンカン 井樋一 エムティナナ 佐藤茂 希 ベネフィットユー 黒木豊
ハルヲヨブオンナ 金田一 希 セリアノーブル 鋤田誠 ヒャダルコ 髙橋俊 ファヴール 加藤和
キタノシャガール 中川雅 シャイニングボルト 金田一 セイガイハ 菅原欣 ユッセ 金田一
デルマアブサン 金田一 ノーブルステップ 佐藤茂 距希外 ホリーセクション 鋤田誠 ナポリタン 室井眞
  マローネアイ 菅原欣 トウカイフェスタ 髙橋俊 クイニーアマン 加藤義
  ツガノホマレ 髙橋俊 ノアキャッスル 鋤田誠 アスターフィール 加藤和

ハートブレイク 加藤和 ヴェルヴェット 菅原欣 ミスプロト 佐藤茂
さ そ り 座 ヤマカツバーバラ 高橋優 グレイスマロン 高橋優 キョウエイミーレス 金田一
特 別      
Ａ１－② 1700m 希 ： 希望投票馬  距希外：距離選択希望投票編成クラス対象外馬 希 ： 希望投票馬  
5日目　8Ｒ 12頭       

調教師       
コスモドーム 松野勝
ベルウッドデナリ 加藤義   【 距 離 選 択 】
フェリシアルチア 金田一 明 日 は 浦 和 で Ｊ Ｂ Ｃ オ ッ ズ パ ー ク 杯 さ ざ ん か 賞
ミキノグランプリ 中川雅 Ｂ１－④ 1500m Ｂ２－④以下牝馬 1500m Ｃ１－② 1500m
コウエイバラノマチ 加藤和 1日目　10Ｒ 10頭 3日目　9Ｒ 10頭 5日目　4Ｒ 10頭
ハクサンフラワー 加藤義 調教師 調教師 調教師
エターナルヒーロー 中川雅 エイシンクウカイ 髙橋俊 ハクサンラピッド 加藤義 希 ロゼオランジュ 加藤義
コウエイサムライ 鋤田誠 ブルーウィング 髙橋俊 ラントシャフト 加藤和 イーサンフェイス 川添明
ドロダンゴ 髙橋俊 ウェディングラン 宗綱泰 デルママオタイ 金田一 パワーオブワード 鈴木正
トーセンエポナ 髙橋俊 ビシュラ 鈴木正 ヴェネツィア 田嶋幸 ミスターエックス 高橋優
ルクナバード 宗綱泰 アイムホーム 菅原欣 ルリユール 黒木豊 ハクサンアレグリア 加藤義
フクノヴァランス 加藤和 ニューヨーカー 田嶋幸 ブリリアントレター 菅原欣 ポルカ 髙橋俊
  カーネーション 金田一 ジョインフォース 佐藤茂 テンエイハヤブサ 菅原欣
  ゴールデンパレス 加藤和 ティエンラン 川添明 バジガクソレイユ 加藤義
Ｊ Ｒ Ａ 交 流 ヴレ 黒木豊 ホーリークロス 中川雅 マイネルパロサント 室井眞
加 賀 四 湯 賞 カワキタカスタマー 加藤和 ベルコルポ 佐藤茂 テラフォーマー 吉井一
３歳上：ＪＲＡ１勝クラス       
金沢Ａ２級①組以下 1500m     希 ： 希望投票馬  
2日目　9Ｒ 12頭以内       

調教師       
Ｊ サンライズチャージ 平田修
Ｊ ジャスパーエイト 森秀行  
Ｊ アルマアノン 佐々晶 山 中 い で 湯 賞 シ コ ウ 本社 移転 記念 【 距 離 選 択 】
Ｊ サンハンツビル 加藤和 Ｂ１－⑤ 1500m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－③ 1400m
Ｊ パワーアッシュ 大橋勇 1日目　8Ｒ 10頭 3日目　8Ｒ 10頭 5日目　3Ｒ 10頭
Ｊ ウイングエンペラー 服部利 調教師 調教師 調教師

Ｊ補 ショウナンアンビル 高橋忠 スタークライナー 黒木豊 トップメダリスト 高橋道 希 カルチャーバリュー 井樋一
Ｊ補 ヒロノブシドウ 浅野洋 ロゼッタストーン 金田一 ライフトップガン 鈴木正 希 ゴクロウサマ 黒木豊

ビオラフォーエバー 加藤和 マイティテソーロ 菅原欣 ストロングジェット 奥高平 希 クリノアンボワーズ 井樋一
トサイチ 金田一 ルールゴールド 高橋道 ネオブラスト 吉井敏 希 ユキノジャパン 井樋一
ビップフェリックス 中川雅 マナミラー 金田一 クレイジームーン 井樋一 エスピオンヌ 田嶋幸
プラチナバディ 加藤義 アザミジョウ 加藤和 カジノノーブル 黒木豊 コスモブッカー 吉井敏
ゴールドハリアー 黒木豊 ケンブリッジベスト 金田一 ブラスト 野田幸 デルマヴォージュ 金田一
ブロウユアマインド 加藤和 アモーレ 高橋優 アイキャッチング 黒木豊 バトルガニアン 加藤和

ホワイトフローラ 佐藤茂 ソリッドボート 黒木豊 キャンディソング 加藤和
※希望投票馬なし バジガクスペラーレ 加藤義 デンカノホウトウ 井樋一 ピヨピヨッコ 野田幸

Ｊ：中央所属馬 希 ： 希望投票馬
Ｊ補：中央補欠馬   

中央所属馬は６頭以内
確定格付は１１月２日に発表予定。

令和元年度 石川県営第１４回【 通算第１７回 】金沢競馬　出走馬一覧表
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ＧＲＡＮＤＡＭＥ－ＪＡＰＡＮ ２０１９
 ＪＲＡ認定　北國新聞社杯
チョコレートコスモス賞 シ ト リ ン 賞 白 馬 の 会 ２ ０年 記念 重賞 第４回 金沢シンデレラカップ
Ｃ１－④以下４歳以上牝馬 1500m Ｃ２－② 1500m Ｃ２－⑨ 1500m ２歳牝馬 地方全国交流 1500m
3日目　6Ｒ 10頭 2日目　6Ｒ 10頭 1日目　5Ｒ 10頭 5日目　9Ｒ 12頭

調教師 調教師 調教師 調教師
エイン 菅原欣 デルマアンバリッド 金田一 ハクサンウッド 加藤義 船 ポピュラーソング 新井清
デルマチャチャ 金田一 ホッコールナアーラ 吉井敏 グリームロータス 金田一 佐 ミスカゴシマ 平山宏
アガタピアス 菅原欣 ツーエムベリンダ 中川雅 レイナプルーマ 黒木豊 北 ミステリーベルン 小国博
ウインドワルツ 野田幸 サムライロード 吉井敏 デルマグランパレ 金田一 園 エムティミーナ 保利平
プルメリアブーケ 加藤義 シゲルエチゴ 奥高平 トミケンヴァール 菅原欣 北 ピュアインペリアル 角川秀
プリティエレガンス 室井眞 ウインコンダクター 吉井敏 レイファルコン 川添明 北 スパイスワールド 角川秀
マナレア 川添明 ベニノレジーナ 井樋一 ライデン 奥高平 ドンナフォルテ 金田一
ハニーブーケ 中川雅 オクラ 菅原欣 フォースキャリア 佐藤茂 ハイタッチガール 中川雅
デルマシードル 川添明 テンエイリリー 井樋一 ナリタニケ 高橋道 グラムデイジー 金田一
プチテアートル 菅原欣 ヴァンテラス 川添明 イデアエルピス 金田一 ハクサンホーリー 加藤義
 エムティエーレ 佐藤茂
  ミライヘノトビラ 髙橋俊
第１回すがっち来場記念  
Ｃ１－⑤ 1500m Ｃ２－③ 1400m Ｃ２－⑩ 1500m ※希望投票馬なし
3日目　7Ｒ 10頭 2日目　4Ｒ 10頭 1日目　4Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
ロクヨンハート 佐藤茂 オートルフィーユ 髙橋俊 ガイヤルド 加藤和 ○ 他地区所属補欠馬（繰上り順）１４頭
オーミプレスト 鈴木正 ヴァトナヨークトル 金田一 カトリーヌボヌール 高橋道
サパムーカンチャイ 金田一 ルンルンヘレンド 鋤田誠 レッドルーナ 加藤和 補①北 レッドカード 林和弘
スパイホップ 井樋一 シンボリソウル 加藤和 ソルカマル 金田一 補②園 キモングラス 橋本明
ショウリノビジョン 加藤和 エールベローチェ 金田一 キタノスバル 吉井一 補③園 ガーネットジェム 保利平
トーセンストレート 川添明 パープルカムカム 鈴木正 ルーアリンド 加藤義 補④北 キタカラキタムスメ 川島洋
オメガベントレー 加藤和 フガク 菅原欣 スズチャン 加藤義 補⑤北 ブリュット 角川秀
ビーワンビランサー 金田一 アウトストリップ 中川雅 トキノユウホウ 佐藤茂 補⑥北 ルナクレア 田中淳
ハクサンシップ 加藤義 グッドワークス 井樋一 エイシンモンクール 加藤和 補⑦園 マルマルマル 田中範
テンノクイン 井樋一 ウインドエルドール 野田幸 ハートビートダンス 川添明 補⑧北 マルベルタ 田中淳

補⑨園 ハリオアマツバメ 諏訪貴
補⑩北 スマイルエルフ 田中淳

わかなわっしょい記念 補⑪船 ケンブリッジカナデ 新井清
Ｃ１－⑥ 1500m Ｃ２－④ 1500m Ｃ２－⑪ 1500m 補⑫北 フェアリーマジック 林和弘
3日目　4Ｒ 10頭 2日目　3Ｒ 10頭 1日目　2Ｒ 10頭 補⑬北 アクアリーブル 角川秀

調教師 調教師 調教師 補⑭北 ソングウィズローズ 田中淳
アオカチ 中川雅 ハクサンナチュラル 加藤義 ベリサ 鋤田誠
コケラオトシ 菅原欣 ケイコクノビジン 松野勝 スパローリズム 川添明 北 ： 北海道、船 ： 船橋、園 ：園田、
セイカハルカゼ 佐藤茂 レイナアブソルータ 中川雅 キタサンデー 加藤義 佐 ： 佐賀競馬場所属馬
ドナリエラ 菅原欣 バリエンテドンナ 中川雅 ブルーミングブーケ 菅原欣
ブルーセクション 井樋一 トミケンカリム 菅原欣 エイシンローハス 加藤義 　他地区所属出走予定馬が辞退した場合は、
ケンディザイア 川添明 スコッチフラワー 佐藤茂 スマイルベティ 佐藤茂 他地区補欠順位上位の馬より繰り上げる。
シシマル 川添明 ルフレシャンス 鋤田誠 メイショウセンテ 宗綱泰
バーニングマン 奥高平 ゴールドレン 宗綱泰 クリアセーリング 黒木豊 　他地区所属馬の繰上り締切は１１月２日午後５時。
オスティリオ 加藤和 ガッテンキャンパス 室井眞 シンモエ 宗綱泰
ルシコンダビーチ 鋤田誠 トーセンクリスタル 川添明 エバーブラック 宗綱泰

  ト パ ー ズ
  特 別

Ｃ１－⑦ 1500m Ｃ２－⑤ 1500m Ｃ２－⑫ 1400m ２歳－① 1500m
4日目　5Ｒ 10頭 2日目　2Ｒ 10頭 1日目　1Ｒ 10頭 4日目　7Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ゴーオンハート 松野勝 サンマッキニー 菅原欣 サンマルエトワール 鋤田誠 フジヤマブシ 黒木豊
メイショウカクオビ 加藤和 ハクサンオダイリ 加藤義 バモサバイラ 川添明 カガノホマレ 菅原欣
エーブゴールドマン 井樋一 スペシャルトリップ 黒木豊 ソルヴィクトリア 菅原欣 アウマクア 金田一
ザセイシュンズモウ 髙橋俊 クリキンツバ 川添明 フルオブドリームズ 中川雅 ストロングフーヴス 金田一
スイセー 田嶋幸 ホットスタンプ 髙橋俊 ブルベアコローレ 菅原欣 ノブマル 加藤和
オーミルーティン 鈴木正 スマートフェイス 鈴木正 グラッパディローザ 加藤和 ミリオンダッシュ 鋤田誠
キックオフ 松野勝 アレミティ 髙橋俊 ブルベアビアンコ 菅原欣 ヤマミルーラ 中川雅
オーミガボット 鈴木正 ハクサンディヴォ 加藤義 ジャムジャマ 川添明 リザード 髙橋俊
シロボシ 宗綱泰 ブラックファラオ 宗綱泰 アーバーデイ 髙橋俊 スピードドドド 金田一
リジカーレ 鋤田誠 サノノドラゴン 室井眞 ハウル 髙橋俊 マロンブランド 金田一

    
    

Ｃ１－⑧ 1500m Ｃ２－⑥ 1400m 二 走 表 示 競 走   
4日目　4Ｒ 10頭 2日目　1Ｒ 10頭 Ｃ２二走－① 1500m   

調教師 調教師 5日目　2Ｒ 12頭以内
ケンビション 金田一 エムザックレガシー 中川雅  
サンビリングス 加藤和 ミルクステージ 高橋道 二 走 表 示 競 走  
プレシャスギフト 加藤和 サルース 加藤義 Ｃ２二走－② 1400m ２歳－② 1400m
ダイヤモンドアイズ 中川雅 ボーナファイディ 黒木豊 5日目　1Ｒ 12頭以内 4日目　3Ｒ 9頭
ジムマシーン 加藤和 ヒロノアンビシャス 田嶋幸 調教師
ヤマカツクリスエス 高橋優 テンノビロク 髙橋俊 二 走 表 示 競 走 シオジレア 鋤田誠
ゴールドウイスパー 宗綱泰 フクノモンルージュ 加藤和 Ｃ２二走－③ 1500m レッドルーシッド 中川雅
タケノライデン 鋤田誠 ミスティネイル 高橋優 3日目　2Ｒ 12頭以内 マルハチアポロン 佐藤茂
ジャストザホマレ 井樋一 ネオジェネラル 田嶋幸   ダブルポジション 菅原欣
ピエールサンデー 吉井一 モンドエール 田嶋幸 二 走 表 示 競 走 ジョーカーマーチ 佐藤茂
  Ｃ２二走－④ 1400m チョウマイモン 金田一
  あやちゃん結婚おめでとう記念 3日目　1Ｒ 12頭以内 シュネルン 髙橋俊
Ｃ１－⑨ 1500m Ｃ２－⑦ 1500m ミステール 金田一
4日目　1Ｒ 10頭 1日目　6Ｒ 10頭 エイダイインパクト 佐藤茂

調教師 調教師 　Ｃ２級編成馬のうち、後半も出走   
ヒロインボーイ 鋤田誠 コスモアリーナ 井樋一   
チェータシカ 菅原欣 ラブリーテイル 金田一 「二走表示競走編成等実施要領」に   
ニッポンダンジ 中川雅 ラヴィブリランテ 高橋優 基づき編成する。   
エムテイロード 鈴木正 ヤースミーン 髙橋俊   
アリスチャン 加藤義 クロノスコープ 黒木豊 　確定格付は、１１月５日開催終了後
セイカアミダイケ 佐藤茂 フクノマーチ 宗綱泰 に発表する。 （公社）日本軽種馬協会協賛
タイガーロータス 金田一 チェリーソング 井樋一 枇 杷 賞
ビビッドオスカー 加藤義 ジャストインタイム 髙橋俊 ２歳－③以下牝馬 1500m
ウインドウイスパー 野田幸 スプーンミー 菅原欣 3日目　5Ｒ 9頭
ディアルレイル 鋤田誠 オーミハルカゼ 鈴木正 調教師

２歳－④ 1400m ダンゼンユウリ 佐藤茂
3日目　3Ｒ 9頭 フェロージュピター 佐藤茂

片 山 津  調教師 ストナビダンサー 鈴木正
特 別 ボールドデムーロ 加藤義 ティアラクイーン 金田一
Ｃ２－① 1500m Ｃ２－⑧ 1400m ダンチョウ 髙橋俊 タマモカスターニャ 加藤和
2日目　7Ｒ 10頭 1日目　3Ｒ 10頭 オドリコ 川添明 ハクサンハート 加藤義

調教師 調教師 モズラフランス 川添明 ゴールドキャッスル 鋤田誠
カトレアテソーロ 室井眞 マナヤクシ 川添明 トゥーゲント 髙橋俊 カトリーヌアエラス 高橋道
ローリンローリン 宗綱泰 ウイナー 加藤義 キムレット 菅原欣 モーニンググロウ 松野勝
グッドミル 田嶋幸 エールジョリー 室井眞 ジョージプリンス 加藤義
クィーンライナー 鋤田誠 ハーンハリーリ 宗綱泰 プレシャスパール 菅原欣
ハコダテカーニバル 加藤和 ブリリアンティーン 黒木豊 イダテンゴールド 黒木豊
バームブラック 加藤和 シュパイヤー 加藤和   
サトノプロミネント 吉井敏 シャイリースマイル 黒木豊
タケノオーラ 加藤義 ランバート 髙橋俊  
ルガノスター 奥高平 テイエムワンダー 菅原欣 ２歳未勝利
アポロノワキザシ 髙橋俊 ベルウインド 金田一 ２歳－⑤（未勝利馬） 1400m

4日目　2Ｒ 9頭
調教師

マリアオリエンテ 金田一
ポワソニエール 中川雅
シオジタイガー 金田一
ルミタン 中川雅
サノノファンタジー 加藤和
ハーフジャック 川添明 　出 走 日 が 同 一 で 、 同 一 階 級 内
マイネルロンド 菅原欣
ユアオーダー 金田一 　の 各 組 の 出 走 投 票 数 が 異 な る
ビクトリアドリーム 宗綱泰

　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 。

   

令和元年度 石川県営第１４回【 通算第１７回 】金沢競馬　出走馬一覧表

☆　注   意   事   項　☆

を希望する馬で、金沢競馬番組、


