
４２０頭 №１

北 國 新 聞 社 杯   
重賞　第１回　利家盃 競馬で楽天ポイントが貯まる賞  
４歳以上 2000m Ｂ１－③ 1500m Ｂ２－⑥ 1400m Ｃ１－⑥ 1400m
3日目　9Ｒ 12頭 1日目　8Ｒ 9頭 4日目　8Ｒ 9頭 3日目　4Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
希 ティモシーブルー 金田一 パドクロア 中川雅 ツクバハナコ 佐藤茂 トップメダリスト 高橋道
希 タンクティーエー 髙橋俊 ヤンキーソヴリン 中川雅 スコッチフラワー 佐藤茂 サンビリングス 奥高平
希 サウスアメリカン 金田一 スイスピリッツ 髙橋俊 ハクサンキャノン 加藤義 デルマオウショウ 金田一
希 ファストフラッシュ 鈴木正 スマートフェイス 鈴木正 オフコース 黒木豊 コウユーユメミルワ 髙橋俊
希 サノサマー 加藤和 ケイサンパルプンテ 金田一 ハクサンアレグリア 加藤義 ロゼオランジュ 加藤義
希 トウショウデュエル 佐藤茂 オーミティグリス 中川雅 レイナアブソルータ 中川雅 セリアノーブル 鋤田誠
希 マルカンベルガー 高橋道 ライトブリンガー 吉井敏 トーセンヴェント 室井眞 ハウル 髙橋俊
希 フェイマスラブ 佐藤茂 イグナイトセプター 宗綱泰 エウチアーモ 鋤田誠 プリティエレガンス 室井眞
希 マイネルリボーン 髙橋俊 レッドオリアナ 加藤和 ヴァトナヨークトル 金田一 ミリノカイザー 吉井一
希 メジャーシップ 佐藤茂  
希 アイオブザタイガー 中川雅
希 ハクサンルドルフ 加藤義

  
希 ： 希望投票馬  
  【 距 離 選 択 】
揚 げ 浜 式 塩 づ く り 尾 山 若 葉
特 別 特 別 特 別 花 桃 賞
Ａ１－② 1900m Ｂ２－① 1700m Ｃ１－① 1700m Ｃ１－⑦以下牝馬 1500m
4日目　11Ｒ 11頭 3日目　10Ｒ 10頭 4日目　10Ｒ 10頭 4日目　5Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
希漏 アポロモンスター 髙橋俊 ナムラモア 加藤和 ヴレ 黒木豊 アイナ 高橋優
希漏 メイショウカラタチ 加藤和 マイネルボルソー 中川雅 ティエンラン 川添明 バーディーチャンス 加藤義
希漏 エターナルヒーロー 中川雅 ウインクルマリヒメ 鈴木正 ナモンブライアン 菅原欣 ケンブリッジジッタ 金田一
希漏 コスモボアソルテ 金田一 アルバリ 菅原欣 サステイナビリティ 髙橋俊 クルクルティンクル 菅原欣
希漏 ミラクルフーガ 金田一 コスモフェリーク 吉井敏 ランバート 髙橋俊 サルース 加藤義
希漏 エムザックヒーロー 加藤義 オーミサルーテ 鈴木正 ハクサンシップ 加藤義 ピーチェス 加藤義
希漏 フェリシアルチア 金田一 コスモドーム 髙橋俊 ダレモカレモ 高橋優 パーフェクトクイン 井樋一
希漏 シップーコウライ 鈴木正 ハワイアンダンサー 金田一 オーミルーティン 鈴木正 ウインドワルツ 野田幸
希漏 ノーブルステップ 佐藤茂 ビタミンエース 中川雅 ゴールドウイスパー 宗綱泰 ショウリノビジョン 加藤和
希漏 ミスアンナ 中川雅 ハーモニーソード 佐藤茂 フェルヴィド 金田一 エールジョリー 室井眞
希漏 サンベンド 加藤義  

 
希漏 ： 距離選択希望漏れ
  
【 距 離 選 択 】
ネット投票は楽天競馬    
特 別 【 距 離 選 択 】   
Ａ２－① 1500m Ｂ２－② 1500m Ｃ１－② 1500m Ｃ１－⑧ 1500m
2日目　11Ｒ 11頭 3日目　8Ｒ 10頭 4日目　7Ｒ 9頭 4日目　4Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
希 ハルヲヨブオンナ 川添明 希 キタノシャガール 中川雅 ヤマカツライアン 高橋優 コウユーカゲムシャ 髙橋俊
希 フラッシュアロー 金田一 希 マティス 黒木豊 ユメヲノセテ 菅原欣 ルクナバード 宗綱泰
希 ロンプフェイス 川添明 希 ハクサンフラワー 加藤義 ビナイーグル 加藤和 オースミジョージ 井樋一
希 カトリーヌスリジエ 高橋道 ナリタカピリナ 高橋道 マッテオ 川添明 マイネルパロサント 室井眞
希 テソーロ 黒木豊 エーブリッチマン 金田一 マッケンユウ 松野勝 カズマッケンリー 髙橋俊
オメガ 川添明 ビシュラ 鈴木正 ミキノグランプリ 中川雅 ブラヴューラ 田嶋幸
コチョウジュニア 加藤義 サンセットニース 鋤田誠 マイネルピオネロ 髙橋俊 レイズアチアー 加藤和
エイシンクウカイ 髙橋俊 ハイランドグラス 金田一 パットサイテ 加藤義 キングバゴスター 中川雅
ハクサングロウ 加藤義 デルマタッシャデナ 金田一 ユーロジャイズ 黒木豊 サトノプロミネント 川添明
イマジンピース 加藤義 フミタツイロハ 菅原欣 カジノノーブル 黒木豊
メイデンボヤージュ 髙橋俊   
  希 ： 希望投票馬
希 ： 希望投票馬  
  
【 距 離 選 択 】
妙 成 寺 五 重 塔 【 距 離 選 択 】   
特 別 楽天競馬でポイントゲット賞   
Ａ２－② 1700m Ｂ２－③ 1400m Ｃ１－③ 1400m Ｃ１－⑨ 1400m
1日目　10Ｒ 11頭 3日目　7Ｒ 10頭 4日目　6Ｒ 9頭 4日目　3Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
希 イーゼル 黒木豊 希 ゴールドハリアー 黒木豊 ハートブレイク 奥高平 シュヴァノーティ 加藤和
希 ムーンファースト 井樋一 希 クランキングアップ 中川雅 アリュモモフェイス 金田一 スマイルゴーイング 加藤義
希 セイガイハ 菅原欣 希 ルールゴールド 高橋道 レッドルーナ 加藤和 アメリカンイーグル 室井眞
希 デルマアブサン 金田一 希 ラスカルグレイ 加藤和 ルンルンヘレンド 鋤田誠 クレイジームーン 井樋一
希 イリュージョニスト 松野勝 トーセンエポナ 髙橋俊 ユンゼイ 井樋一 ファンタサイズ 吉井敏
希 レイズアスピリット 川添明 ベルウッドタマド 金田一 ヴェルヴェット 菅原欣 デンカノホウトウ 井樋一
希 マイネルオニキス 加藤和 スマイルフォース 高橋優 クリアセーリング 黒木豊 ウェディングラン 宗綱泰
希 マヤノガルネリ 田嶋幸 スカイステージ 黒木豊 オーバークロック 加藤和 ファーストライト 宗綱泰

ベルウッドデナリ 加藤義 スペシャルトリップ 黒木豊 ハクサンフレンチ 加藤義 スパイホップ 井樋一
デルマシャンティ 金田一 エイシンホープ 佐藤茂  
ビップフェリックス 中川雅   
  希 ： 希望投票馬
希 ： 希望投票馬  
  

金 沢 城    
特 別 レ ン ゲ 賞 菊 桜 賞  
Ｂ１－① 1400m Ｂ２－④以下牝馬 1500m Ｃ１－④以下牝馬 1500m Ｃ１－⑩ 1400m
2日目　12Ｒ 10頭 4日目　9Ｒ 10頭 3日目　6Ｒ 10頭 4日目　2Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
バリオラージュ 田嶋幸 ケンブリッジビット 金田一 サクラテゾーロ 中川雅 オーミプレスト 鈴木正
プ レ シ ャ ス グリ ーン 金田一 ソレイケヤッコ 髙橋俊 ノアキャッスル 鋤田誠 ナリタノヘア 高橋道
エイシンビジョン 金田一 カトリーヌボヌール 高橋道 ジュエリーハンター 金田一 テンエイハヤブサ 菅原欣
シゲルホタルイシ 川添明 カトリーヌレーヴ 高橋道 サンリットデュー 黒木豊 ケンブリッジバッハ 金田一
ゴールデンパレス 加藤和 ハコダテカーニバル 加藤和 バリエンテドンナ 中川雅 フラウティスタ 髙橋俊
オーミシンゲン 中川雅 ノースカガヤキ 中川雅 チェータシカ 菅原欣 マイティテソーロ 菅原欣
ジャストインタイム 髙橋俊 フリューリング 菅原欣 シーカー 高橋優 デルマヴォージュ 川添明
プラチナバディ 加藤義 ナンヨーセゾニエ 鋤田誠 ルシコンダビーチ 鋤田誠 シュシュ 菅原欣
マインシャッツ 金田一 スカイオリオン 佐藤茂 ジョインフォース 佐藤茂 ケイズデイジー 加藤義
ハナイロコマチ 中川雅 セラールネイジュ 菅原欣 ペッシュカネル 宗綱泰   
 
  
  
  

    
 楽天競馬で金沢競馬を楽しみま賞   
Ｂ１－② 1500m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－⑤ 1500m Ｃ１－⑪ 1500m
2日目　9Ｒ 10頭 4日目　12Ｒ 10頭 3日目　5Ｒ 10頭 3日目　3Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ダンスドリーマー 川添明 ヴァッフシュテルケ 中川雅 ライデン 奥高平 ハーンハリーリ 宗綱泰
ラララライ 川添明 ツガノホマレ 髙橋俊 カタトゥンボ 宗綱泰 ハクサンラピッド 加藤義
ドロダンゴ 髙橋俊 ブルーウィング 髙橋俊 エムテイロード 鈴木正 ゴールドレン 宗綱泰
トサイチ 金田一 カレンラストショー 金田一 ライフトップガン 鈴木正 コスモブッカー 奥高平
ダイユウブライアン 高橋優 ビオラフォーエバー 加藤和 パズルリンクス 黒木豊 ヒャダルコ 髙橋俊
コウエイサムライ 鋤田誠 コスモカンプ 加藤和 メイショウバンダイ 加藤和 ニッポンダンジ 中川雅
トータルプラス 金田一 トップロマン 高橋道 トーセンストレート 川添明 カンカン 井樋一
パープルヒビキ 鈴木正 カトリーヌエミュー 高橋道 サノノドラゴン 室井眞 ハクサンオダイリ 加藤義
ストロングジェット 奥高平 ドゥスール 黒木豊 マヤノトライオン 田嶋幸 コウエイスパークル 加藤和
スタークライナー 黒木豊 コウギョウプラチナ 川添明 ウインバース 高橋優 カルチャーバリュー 井樋一

令和２年度 石川県営第４回【 通算第４回 】金沢競馬　出走馬一覧表



４２０頭 №２

   
   
Ｃ１－⑫ 1500m Ｃ２－⑥ 1400m ３Ａ－② 1500m ３Ｂ－④ 1400m
3日目　2Ｒ 9頭 1日目　3Ｒ 9頭 1日目　7Ｒ 10頭 2日目　4Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
サーベラージュ 加藤和 スイセー 田嶋幸 ダイナナフェアリー 金田一 ガンバリマッセ 菅原欣
ボーナファイディ 黒木豊 キンノイナズマ 川添明 ディープシーブルー 加藤和 オドリコ 川添明
ブルーセクション 井樋一 ウインドエルドール 野田幸 カズポルトチェルボ 加藤和 ヒロノモンスター 佐藤茂
テラフォーマー 吉井一 エーブゴールドマン 井樋一 シオジレア 鋤田誠 プレイオネ 金田一
グッドミル 田嶋幸 ブレーヴウィザード 高橋優 ジョーカーマーチ 佐藤茂 クックテソーロ 菅原欣
ウエスタンソレイユ 菅原欣 デルマグランパレ 川添明 ファンキーウェポン 加藤義 マイネルグッドデイ 菅原欣
ヤマチョウルンバ 黒木豊 メイショウタフマン 加藤和 エムティキラリ 佐藤茂 カトリーヌアエラス 高橋道
サパムーカンチャイ 金田一 ルガノスター 奥高平 ヤマミルーラ 中川雅 イダテンゴールド 黒木豊
アリスチャン 加藤義 フクノマーチ 宗綱泰 フェールドゥー 菅原欣 キムレット 菅原欣
  ヴァンタンジェンヌ 田嶋幸   
  
  
  
  

青 葉 の 湯 涌    
特 別    
Ｃ２－① 1500m Ｃ２－⑦ 1500m ３Ａ－③ 1400m ３Ｂ－⑤ 1400m
2日目　10Ｒ 10頭 1日目　2Ｒ 9頭 1日目　5Ｒ 9頭 2日目　1Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
デューズワイルズ 井樋一 ミルクステージ 高橋道 ドリームハット 宗綱泰 カゼニノッテ 菅原欣
アガタピアス 菅原欣 ウインコンダクター 吉井敏 ヴィトー 加藤和 エクセルチェイサー 髙橋俊
マジカルソング 鈴木正 サブノエガオ 金田一 ラヴリーズン 金田一 サイモンサンバ 中川雅
ラントシャフト 加藤和 シンボリソウル 加藤和 ベルウッドアルプ 加藤義 キクマツ 加藤義
オリエンタルローズ 金田一 ホウオウリフレイン 菅原欣 エイシンパワフル 松野勝 ダイユウライラック 高橋優
セイカアミダイケ 鋤田誠 コウエイリョウマ 室井眞 ハクサンローズ 加藤義 スタニングビスタ 中川雅
ニーニャボニータ 野田幸 サンマルエトワール 鋤田誠 カンノンリリー 金田一 エムザックハンター 加藤義
シンモエ 宗綱泰 クロノスコープ 黒木豊 タイムカプセル 加藤和 グラスカルメン 宗綱泰
コケラオトシ 菅原欣 アスカエンペラー 加藤和 リリカルフレイム 松野勝 パープルワールド 鈴木正
タイセイマリーン 加藤和  
  
  
  
  

  
ア マ リ リ ス 賞  二 走 表 示 競 走
Ｃ２－②以下牝馬 1400m Ｃ２－⑧ 1400m ３Ａ－④ 1400m ３Ｂ二走－① 1400m
2日目　6Ｒ 10頭 1日目　1Ｒ 9頭 1日目　4Ｒ 9頭 4日目　1Ｒ 12頭以内

調教師 調教師 調教師
トーセンクリスタル 川添明 スパローリズム 川添明 スタジアムロック 川添明
スカーレットリボン 中川雅 メイショウセンテ 川添明 スターズウィッシュ 菅原欣 　３歳２日目編成馬のうち、
ウインドフェアリー 野田幸 コスモアリーナ 井樋一 アナハ 加藤和 後半も出走を希望する馬で、
エイン 菅原欣 コードブレイカー 中川雅 タイムイズナカヤマ 加藤和 金沢競馬番組、
クイニーアマン 加藤義 キタブランコ 金田一 デルマラピス 金田一 「二走表示競走編成等実施要領」に
クリキンツバ 川添明 トウカイフェスタ 髙橋俊 スターオブザサウス 菅原欣 基づき編成する。
ピエールサンデー 吉井一 キタノスバル 吉井一 アッシュ 髙橋俊
ヴェネツィア 田嶋幸 ハートビートダンス 川添明 サマーソルト 吉井敏 　確定格付は５月２０日に発表予定。
オリエンタルスター 野田幸 リローズ 髙橋俊 ベルウッドアサヒ 加藤義
ウインドウイスパー 野田幸   
  
  
  
  

 つ つ じ
二 走 表 示 競 走 特 別

Ｃ２－③ 1500m Ｃ２二走－① 1400m ３Ｂ－① 1500m
2日目　3Ｒ 9頭 3日目　1Ｒ 12頭以内 2日目　8Ｒ 10頭

調教師 調教師
ジョージフォンテン 奥高平   アルディビート 加藤義
リジカーレ 鋤田誠 　Ｃ２級１日目編成馬のうち、 エグランティーヌ 加藤義
ロクヨンハート 佐藤茂 後半も出走を希望する馬で、 コスモボンバルダ 加藤和
エンジェルピース 井樋一 金沢競馬番組、 マジョルカ 川添明
ベルウインド 金田一 「二走表示競走編成等実施要領」に スピードドドド 川添明
ジャストザホマレ 井樋一 基づき編成する。 サンディロン 菅原欣
サムライロード 吉井一 ストナビダンサー 鈴木正
オンマイオウン 川添明 　確定格付は５月２０日に発表予定。 ユウヒノプリンス 加藤義
ユキノジャパン 井樋一   ダンチョウ 髙橋俊
 コハルポケット 宗綱泰
  
  
  
  （一社）ＪＢＣ協賛（レッドファルクス賞）　

スポーツニッポン杯
 重賞　第１回ノトキリシマ賞

３歳牝馬
Ｃ２－④ 1500m 金沢デビュー馬限定 1500m ３Ｂ－② 1400m
2日目　2Ｒ 9頭 1日目　11Ｒ 12頭 2日目　7Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
ヒロノアンビシャス 田嶋幸 希 ドンナフォルテ 金田一 ハクサンハート 加藤義
ゴクロウサマ 黒木豊 希 グラムデイジー 川添明 メイメイ 髙橋俊
ホッコールナアーラ 吉井敏 希 エイダイインパクト 佐藤茂 ナガラチェリー 加藤義
バーフバリ 佐藤茂 希 チョウマイモン 金田一 ジャニスパール 中川雅
サンマッキニー 菅原欣 希 ハクサンアマゾネス 加藤義 ヒッポカンポス 佐藤茂
ルーアリンド 加藤義 希 ミライヘノトビラ 髙橋俊 フークキャロライン 加藤義
ブリリアンティーン 黒木豊 希 シュネルン 髙橋俊 クレメンデレヤ 菅原欣
ジムマシーン 加藤和 希 ダンゼンユウリ 佐藤茂 ニャンダカンダ 室井眞
オーミハルカゼ 鈴木正 希 ディヴェルト 佐藤茂 プレシャスパール 菅原欣
 希 マロンブランド 金田一 カズノコクリュウ 鈴木正
  希 マリアオリエンテ 金田一   
  ポワソニエール 中川雅   
  
  希 ： 希望投票馬

ミ ズ バ シ ョ ウ  
カ ン パ ニ ュ ラ 賞 特 別  
Ｃ２－⑤以下牝馬 1500m ３Ａ－① 1500m ３Ｂ－③ 1500m
1日目　6Ｒ 10頭 1日目　9Ｒ 10頭 2日目　5Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
グリームロータス 金田一 ハイタッチガール 中川雅 ダヴィンチノチョウ 金田一
クィーンライナー 鋤田誠 ストロングフーヴス 金田一 トーセンエンパイア 松野勝
ローレルリース 中川雅 コードジェニック 金田一 ゴールドキャッスル 鋤田誠
カトレアテソーロ 室井眞 キングワールド 金田一 トゥーゲント 髙橋俊
テンノビロク 奥高平 エムティエーレ 佐藤茂 タマモカスターニャ 加藤和
プチテアートル 菅原欣 ナックライオン 金田一 ネガワンニダ 加藤和
ディアルレイル 鋤田誠 トップロイヤル 高橋道 ワンダフルデイズ 鋤田誠
ベニノレジーナ 井樋一 エクメディアリオン 加藤義 ウインライヴリー 加藤和
グッドワークス 井樋一 マルハチアポロン 佐藤茂 ヴォレクィーン 加藤義
エイシンローハス 加藤義 シニョーラ 松野勝 ジョージプリンス 加藤義

　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２年度 石川県営第４回【 通算第４回 】金沢競馬　出走馬一覧表

☆　注   意   事   項　☆


