
４０２ 頭 №１

楽天競馬でポイント貯まる ネ モ フ ィ ラ
特 別 特 別 ア ル メ リ ア 賞
Ａ１－① 1700m Ｂ１－① 1500m Ｂ２－④ 1500m Ｃ１－③以下牝馬 1400m
3日目　11Ｒ 12頭 1日目　12Ｒ 12頭 3日目　10Ｒ 12頭 3日目　5Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ロンギングルック 金田一 バルタンセージ 中川雅 ケンブリッジビット 金田一 ブリリアントレター 菅原欣
アポロモンスター 髙橋俊 デルマアブサン 金田一 セリアノーブル 鋤田誠 ゴールドレン 宗綱泰
タンクティーエー 髙橋俊 ゴールデンパレス 加藤和 マグナムオプス 川添明 タイセイマリーン 加藤和
トウショウデュエル 佐藤茂 イリュージョニスト 松野勝 スマートフェイス 鈴木正 ブラックエンジェル 金田一
グルームアイランド 髙橋俊 ビシュラ 鈴木正 トーセンストレート 川添明 ウェディングラン 宗綱泰
ヤマショウハヤテ 加藤和 オーミティグリス 中川雅 ルールゴールド 高橋道 ラントシャフト 加藤和
エターナルヒーロー 中川雅 イマジンピース 加藤義 アイキャッチング 黒木豊 ピエールサンデー 吉井一
マイネルリボーン 髙橋俊 ナリタカピリナ 高橋道 サトノプロミネント 川添明 ゴールドウイスパー 宗綱泰
ハルヲヨブオンナ 金田一 デルマタッシャデナ 金田一 サステイナビリティ 髙橋俊 ビーワンビランサー 金田一
ミスアンナ 中川雅 サンセットニース 鋤田誠 クルクルティンクル 菅原欣 エイン 菅原欣
ムーンファースト 井樋一 パドクロア 中川雅 アリュモモフェイス 金田一 バリエンテドンナ 中川雅
フェイマスラブ 佐藤茂 ゴールドハリアー 黒木豊 ザセイシュンズモウ 髙橋俊  
 
  
  
桜 暦  
特 別 マ ー チ 賞
Ａ１－② 1700m Ｂ１－② 1500m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－④ 1400m
3日目　12Ｒ 12頭 1日目　10Ｒ 12頭 3日目　9Ｒ 11頭 3日目　4Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
イーゼル 黒木豊 コスモカンプ 加藤和 クレイジームーン 井樋一 オーミプレスト 鈴木正
メジャーシップ 佐藤茂 カトリーヌレーヴ 高橋道 ソレイケヤッコ 髙橋俊 パープルヒビキ 鈴木正
マルカンベルガー 高橋道 スタークライナー 黒木豊 スカイオリオン 佐藤茂 カズマッケンリー 髙橋俊
エイシンクウカイ 髙橋俊 ブロウユアマインド 加藤和 マナツノヨノユメ 金田一 カルチャーバリュー 井樋一
フラッシュアロー 金田一 コウギョウプラチナ 川添明 テンエイハヤブサ 菅原欣 トップロマン 高橋道
ロンプフェイス 川添明 ノースカガヤキ 中川雅 マイティテソーロ 菅原欣 スパイホップ 井樋一
ベルウッドデナリ 加藤義 セイカハルカゼ 佐藤茂 ツガノホマレ 髙橋俊 グッドミル 田嶋幸
メイデンボヤージュ 髙橋俊 スコッチフラワー 佐藤茂 ブラヴューラ 田嶋幸 オーミガボット 鈴木正
マヤノガルネリ 田嶋幸 ブラックシープ 高橋優 パーフェクトクイン 井樋一 マッケンユウ 髙橋俊
シゲルホタルイシ 川添明 プラチナバディ 加藤義 マローネアイ 菅原欣 テラフォーマー 吉井一
ビップフェリックス 中川雅 エスプリゾーン 中川雅 ルクナバード 宗綱泰 ロゼッタストーン 金田一
レイズアスピリット 川添明 オーミシンゲン 中川雅  
    
    

楽天競馬でポイント還元  
特 別 待ってました！金沢競馬開幕記念   
Ａ２－① 1700m Ｂ１－③ 1500m Ｂ２－⑥ 1400m Ｃ１－⑤ 1500m
2日目　11Ｒ 12頭 1日目　9Ｒ 12頭 3日目　7Ｒ 11頭 3日目　3Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
コスモボアソルテ 金田一 トーセンヴェント 室井眞 キングバゴスター 中川雅 アメリカンイーグル 室井眞
モアニレフア 加藤和 スカイステージ 黒木豊 ウインバース 高橋優 ヒャダルコ 髙橋俊
コチョウジュニア 加藤義 ニューヨーカー 田嶋幸 ファンタサイズ 吉井敏 コウユーカゲムシャ 髙橋俊
ダンスドリーマー 川添明 ストロングジェット 奥高平 ライフトップガン 鈴木正 カジノノーブル 黒木豊
ラララライ 川添明 ラスカルグレイ 加藤和 レイズアチアー 加藤和 エムテイロード 鈴木正
レヴェナント 黒木豊 エウチアーモ 鋤田誠 ピーチェス 加藤義 ジョージフォンテン 奥高平
バリオラージュ 田嶋幸 ケイブルース 金田一 ケンブリッジジッタ 金田一 デンカノホウトウ 井樋一
カトリーヌスリジエ 高橋道 ケンブリッジベスト 金田一 ドゥスール 黒木豊 ユンゼイ 井樋一
エムザックヒーロー 加藤義 ワンショットキラー 松野勝 ハクサンアレグリア 加藤義 ニッポンダンジ 中川雅
アイムホーム 菅原欣 ナモンブライアン 菅原欣 トップメダリスト 高橋道 ヴァトナヨークトル 川添明
ミラクルフーガ 金田一 ケイサンパルプンテ 金田一 ショウリノビジョン 加藤和 タケノライデン 鋤田誠
ヤンキーソヴリン 中川雅 オーミルーティン 鈴木正    
  
  

金沢けいば開幕！楽天競馬 菜 の 花
特 別 特 別   
Ａ２－② 1700m Ｂ２－① 1500m Ｃ１－⑥ 1500m
1日目　11Ｒ 12頭 2日目　12Ｒ 12頭 3日目　2Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師
ドロダンゴ 髙橋俊 キタノシャガール 中川雅 ケイコクノビジン 松野勝
パープルヒストリー 鈴木正 ネオブラスト 吉井敏 ノアキャッスル 鋤田誠
クイーンズクレスト 川添明 キャンディソング 加藤和 コスモブッカー 奥高平
ファーストペンギン 中川雅 デルママオタイ 金田一 セイカアミダイケ 鋤田誠
ウインクルマリヒメ 鈴木正 トーセンエポナ 髙橋俊 エールジョリー 室井眞
スイスピリッツ 髙橋俊 ティエンラン 川添明 コケラオトシ 菅原欣
パーフェクトデイ 金田一 ナムラモア 加藤和 エンジェルピース 井樋一
アイビリーブ 川添明 ユメヲノセテ 菅原欣 ロクヨンハート 佐藤茂
コウエイサムライ 鋤田誠 プレシャスグリーン 金田一 ウインドウイスパー 野田幸
ヤマチョウタンゴ 黒木豊 テンノクイン 井樋一 ジュエリーハンター 金田一
ノーブルステップ 佐藤茂 ヴェルヴェット 菅原欣 サムライロード 吉井一
ハクサンフラワー 加藤義 マイネルピオネロ 髙橋俊  
 

ア ク ア マ リ ン
チ ュ ー リ ッ プ 賞 特 別
Ｂ２－②以下牝馬 1500m Ｃ１－① 1500m Ｃ１－⑦ 1400m
2日目　10Ｒ 12頭 3日目　8Ｒ 11頭 3日目　1Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師
カーネーション 金田一 オフコース 黒木豊 ユキノジャパン 井樋一
サンリットデュー 黒木豊 サンビリングス 奥高平 サパムーカンチャイ 金田一
カネトシアイリス 中川雅 ハクサンシップ 加藤義 ハウル 髙橋俊
アイリスライト 鋤田誠 デルマヴォージュ 金田一 ジャストザホマレ 井樋一
パットサイテ 加藤義 カプラン 髙橋俊 ニーニャボニータ 野田幸
ハートブレイク 加藤和 ロゼオランジュ 加藤義 エールベローチェ 金田一
ベルコルポ 佐藤茂 ブルーセクション 井樋一 カレンラストショー 金田一
ルシコンダビーチ 鋤田誠 カンカン 井樋一 スイセー 田嶋幸
ジョインフォース 佐藤茂 シュヴァノーティ 加藤和 ヴェネツィア 田嶋幸
レッドオリアナ 加藤和 コウエイスパークル 加藤和 ウインドフェアリー 野田幸
アヴォーリオ 髙橋俊 ヤマチョウルンバ 黒木豊 ゴクロウサマ 黒木豊
マナミラー 川添明   
  
  

Ｂ２－③ 1500m Ｃ１－② 1500m
2日目　8Ｒ 11頭 3日目　6Ｒ 11頭

調教師 調教師
ベルウッドタマド 金田一 フリューリング 菅原欣
ハクサンキャノン 加藤義 ルリユール 黒木豊
ヴレ 黒木豊 ブルーウィング 髙橋俊
ユーロジャイズ 黒木豊 ジャストインタイム 髙橋俊
パズルリンクス 黒木豊 ナリタノヘア 高橋道
ビオラフォーエバー 加藤和 アガタピアス 菅原欣
クランキングアップ 中川雅 ハーモニーソード 佐藤茂
スマイルフォース 高橋優 ピヨピヨッコ 野田幸
エイシンビジョン 金田一 カトリーヌエミュー 高橋道
ステイクロース 中川雅 ミスターエックス 高橋優
ブラスト 井樋一 デルマオウショウ 金田一

  

令和元年度 石川県営第１８回【 通算第２１回 】金沢競馬　出走馬一覧表



４０２ 頭 №２

ソ メ イ ヨ シ ノ ア リ ッ サ ム 芝 桜
特 別 特 別 特 別
Ｃ２－① 1500m Ｃ２－⑦ 1400m ３Ａ－① 1500m ３Ｂ－① 1500m
2日目　7Ｒ 11頭 2日目　1Ｒ 11頭 2日目　9Ｒ 11頭 1日目　7Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
プリティエレガンス 室井眞 クロノスコープ 黒木豊 ドンナフォルテ 金田一 ニャンダカンダ 室井眞
レッドルーナ 加藤和 ガイヤルド 奥高平 エムティエーレ 佐藤茂 ストナビダンサー 鈴木正
メイショウカクオビ 加藤和 ヴァッフシュテルケ 中川雅 エクメディアリオン 加藤義 ハクサンブレーヴ 加藤義
クイニーアマン 加藤義 デルマグランパレ 金田一 フジヤマブシ 黒木豊 ミステール 川添明
チェータシカ 菅原欣 トーセンクリスタル 川添明 エムザックベルガー 加藤義 タマモカスターニャ 加藤和
ケンビション 金田一 ルーアリンド 加藤義 カガノホマレ 菅原欣 ダンチョウ 髙橋俊
ミリノカイザー 吉井一 コスモアリーナ 井樋一 ボーダーライン 加藤和 メイメイ 髙橋俊
シュシュ 菅原欣 カトリーヌボヌール 高橋道 キングワールド 金田一 モーニンググロウ 松野勝
ウインドワルツ 野田幸 ブリリアンティーン 黒木豊 マルハチアポロン 佐藤茂 オーサマー 金田一
マイネルパロサント 室井眞 イデアエルピス 金田一 ストロングフーヴス 金田一 オドリコ 川添明
ボーナファイディ 黒木豊 チェリーソング 井樋一 グリグリグリタロウ 中川雅 ゴールドキャッスル 鋤田誠
 
  
  

    
    
Ｃ２－② 1500m Ｃ２－⑧ 1500m ３Ａ－② 1500m ３Ｂ－② 1400m
2日目　4Ｒ 11頭 1日目　3Ｒ 11頭 2日目　6Ｒ 11頭 1日目　5Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ライトブリンガー 吉井敏 コウエイリョウマ 加藤和 グラムデイジー 金田一 トゥーゲント 髙橋俊
ジムマシーン 加藤和 ローレルリース 中川雅 ハクサンローズ 加藤義 ポワソニエール 中川雅
ハコダテカーニバル 加藤和 ワタシノワルツ 高橋優 ヤマミルーラ 中川雅 プレシャスパール 菅原欣
ヒロノアンビシャス 田嶋幸 ハーンハリーリ 宗綱泰 マロンブランド 金田一 マリアオリエンテ 金田一
ソリッドボート 黒木豊 サンマルエトワール 鋤田誠 ミライヘノトビラ 髙橋俊 カトリーヌアエラス 高橋道
スカーレットリボン 中川雅 メイショウバンダイ 加藤和 ガッツ 金田一 ジョージプリンス 加藤義
カトレアテソーロ 室井眞 ファヴール 加藤和 オーミルシア 中川雅 イダテンゴールド 黒木豊
クィーンライナー 鋤田誠 メイショウセンテ 川添明 チョウマイモン 金田一 アッシュ 髙橋俊
アリスチャン 加藤義 サクラテゾーロ 中川雅 シオジレア 鋤田誠 クレメンデレヤ 菅原欣
スマイルゴーイング 加藤義 コードブレイカー 中川雅 シニョーラ 松野勝 エコロシャンティ 金田一
プティットフィーユ 菅原欣 キタノスバル 吉井一 エグランティーヌ 加藤義  
  
  

 

    
    
Ｃ２－③ 1500m Ｃ２－⑨ 1500m ３Ａ－③ 1500m ３Ｂ－③ 1400m
2日目　3Ｒ 11頭 1日目　2Ｒ 11頭 2日目　5Ｒ 10頭 1日目　4Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
テンエイリリー 井樋一 スパローリズム 川添明 ダンゼンユウリ 佐藤茂 キムレット 菅原欣
マインシャッツ 金田一 ハートビートダンス 川添明 アナハ 加藤和 ネガワンニダ 加藤和
ライデン 奥高平 マジカルソング 鈴木正 エイダイインパクト 佐藤茂 コスモボンバルダ 加藤和
ルンルンヘレンド 鋤田誠 ダイユウブレイデン 高橋優 コハルポケット 宗綱泰 トーセンエンパイア 松野勝
オンマイオウン 川添明 アスカエンペラー 加藤和 ハクサンハート 加藤義 シオジタイガー 金田一
リジカーレ 鋤田誠 トウカイフェスタ 髙橋俊 フェールドゥー 菅原欣 オールプリンセス 髙橋俊
キンノイナズマ 川添明 リローズ 髙橋俊 シュネルン 髙橋俊 リリカルフレイム 髙橋俊
ベニノレジーナ 井樋一 ケイズデイジー 加藤義 ディヴェルト 佐藤茂 スキニチーノ 金田一
ホッコールナアーラ 吉井敏 キタブランコ 金田一 スピードドドド 川添明 マキリ 金田一
プチテアートル 菅原欣 ヤマカツライアン 高橋優 ジョーカーマーチ 佐藤茂 ムービングブレイド 金田一
ディアルレイル 鋤田誠 シャッターサウンド 加藤義
  
  
  

 
つ ば き 賞 令和２年スタートダッシュ賞
Ｃ２－④以下牝馬 1500m ３Ｂ－④ 900m
1日目　8Ｒ 11頭 1日目　1Ｒ 10頭

調教師 調教師
ハニーブーケ 中川雅 ジャニスパール 中川雅
オーミハルカゼ 鈴木正 ミニマムーン 金田一
グッドワークス 井樋一 タイムイズナカヤマ 加藤和
フクノマーチ 宗綱泰 ナックライオン 金田一
サルース 加藤義 サマーソルト 吉井敏
クリキンツバ 川添明 ヴィトー 加藤和
オリエンタルローズ 金田一 ワンダフルデイズ 鋤田誠
ルガノスター 奥高平 ヴァンタンジェンヌ 田嶋幸
レイナアブソルータ 中川雅 パープルワールド 鈴木正
テンノビロク 奥高平 トップロイヤル 高橋道
セラールネイジュ 菅原欣
 
  
  

 
ほくりくの、おいしい、すしだよ杯
Ｃ２－⑤ 1400m
1日目　6Ｒ 11頭

調教師
サンマッキニー 菅原欣
サノノドラゴン 室井眞
ウインコンダクター 吉井敏
ベルウインド 金田一
フォースキャリア 佐藤茂
ウインドエルドール 野田幸
ハクサンオダイリ 加藤義
ウエスタンソレイユ 菅原欣
エーブゴールドマン 井樋一
ハクサンラピッド 加藤義
エイシンローハス 加藤義
 
 
 

 
 
Ｃ２－⑥ 1500m
2日目　2Ｒ 11頭

調教師
サブノエガオ 金田一
ヴィンチェロ 佐藤茂
グリームロータス 金田一
アンコールステージ 金田一
オーミサルーテ 鈴木正
ミルクステージ 高橋道
メイショウタフマン 加藤和
シンボリソウル 加藤和
ビナイーグル 加藤和
クリアセーリング 黒木豊
アオテンジョウ 吉井敏 　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 。

   

令和元年度 石川県営第１８回【 通算第２１回 】金沢競馬　出走馬一覧表

☆　注   意   事   項　☆


