
４６９頭 №１

スーパースプリントシリーズ2020
重賞 第３回 日本海スプリント
３歳以上（東海・北陸交流） タ チ ア オ イ 賞 織 姫 賞

900m Ｂ１－②以下牝馬 1500m Ｂ２－④以下牝馬 1500m Ｃ１－④ 1500m
4日目　11Ｒ 12頭以内 1日目　10Ｒ 11頭 4日目　10Ｒ 10頭 3日目　7Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
名 エイシンテキサス 坂口義 レッドオリアナ 加藤和 レッドルーナ 加藤和 ヴェルヴェット 菅原欣
笠 チェゴ 井上孝 ゴールデンパレス 加藤和 カトリーヌエミュー 高橋道 カタトゥンボ 宗綱泰
名 モンファロン 川西毅 ハナイロコマチ 中川雅 カトリーヌレーヴ 高橋道 マジカルソング 鈴木正
笠 ミラクルダマスク 笹野博 グレーフィンソニア 中川雅 ハクサンフラワー 加藤義 マッテオ 川添明
名 タマモアテネ 今津博 ゴールドハリアー 黒木豊 ルンルンヘレンド 鋤田誠 ライフトップガン 鈴木正
笠 ナラ 湯前良 エイシンホープ 佐藤茂 ジュエリーハンター 金田一 コウエイスパークル 加藤和
優 フェリシアルチア 金田一 ラララライ 川添明 サクラテゾーロ 中川雅 ユーロジャイズ 黒木豊
希 アポロモンスター 髙橋俊 ハクサンアマゾネス 加藤義 セラールネイジュ 菅原欣 クルクルティンクル 菅原欣

サノサマー 加藤和 トーセンエポナ 髙橋俊 ケンブリッジジッタ 金田一 グッドミル 田嶋幸
サウスアメリカン 金田一 ナムラモア 加藤和 ハクサンアレグリア 加藤義 トーセンクリスタル 川添明
サノラブ 加藤和 スカイオリオン 佐藤茂   
アイオブザタイガー 中川雅   
  
  
○ 補欠馬（繰り上がり順）　５頭
 武田雅史愛猫りくすみ   

調教師 生誕１０周年前夜祭杯  
補①笠 ファビラスヒーロー 田口輝 Ｂ１－③ 1500m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－⑤ 1500m
補②笠 エネルムサシ 笹野博 2日目　10Ｒ 10頭 4日目　9Ｒ 10頭 3日目　6Ｒ 10頭
補③笠 キタノイットウセイ 栗本陽 調教師 調教師 調教師
補④笠 シオジスター 湯前良 バルタンセージ 中川雅 エムテイロード 鈴木正 チェータシカ 菅原欣
補⑤笠 デルグレネ 栗本陽 テソーロ 黒木豊 カヴァリエール 金田一 サノノドラゴン 室井眞

トータルプラス 金田一 ヴィンチェロ 佐藤茂 ジョインフォース 佐藤茂
名 ： 名古屋、笠 ： 笠松 シゲルホタルイシ 川添明 トップメダリスト 高橋道 クリアセーリング 黒木豊
補①～⑤ ： 補欠馬（繰り上がり順） オーミティグリス 中川雅 ハクサンキャノン 加藤義 ルリユール 黒木豊
優 ： 優先出走馬(トライアル競走１着馬) ジャストインタイム 髙橋俊 ミリノカイザー 吉井一 コスモブッカー 奥高平
希 ： 希望投票馬 コウエイサムライ 鋤田誠 ツガノホマレ 髙橋俊 ライデン 奥高平

オーミサルーテ 鈴木正 コードジェニック 金田一 カズマッケンリー 髙橋俊
　出走予定馬が辞退した場合は、補欠順位上位 ダイユウブライアン 高橋優 ラスカルグレイ 加藤和 ノアキャッスル 鋤田誠
の馬より繰り上げる。 プラチナバディ 加藤義 コスモカンプ 加藤和 ユンゼイ 井樋一
　交流馬の確定は６月３０日午後５時頃の予定。   

  
    

  
七 夕 ス プ リ ン ト
特 別  
Ａ１－② 1400m 楽天競馬でポイントゲット賞   
3日目　10Ｒ 12頭 Ｂ１－④ 1500m Ｂ２－⑥ 1400m Ｃ１－⑥ 1500m

調教師 2日目　12Ｒ 10頭 4日目　8Ｒ 10頭 3日目　5Ｒ 10頭
ロンギングルック 金田一 調教師 調教師 調教師
ファストフラッシュ 鈴木正 ドロダンゴ 髙橋俊 フジヤマブシ 黒木豊 マヤノトライオン 田嶋幸
ジャーニーマン 金田一 トサイチ 金田一 ブルーウィング 髙橋俊 セリアノーブル 鋤田誠
ツーエムマイスター 中川雅 フェルヴィド 金田一 ペイシャジョーダン 吉井敏 バーディーチャンス 加藤義
トウショウデュエル 佐藤茂 ケイサンパルプンテ 金田一 ウラカワノオト 加藤義 オーバークロック 加藤和
スターリングブルス 中川雅 ルールゴールド 高橋道 ルクナバード 宗綱泰 ヤマチョウルンバ 黒木豊
コスモボアソルテ 金田一 ストロングジェット 奥高平 デルマオウショウ 金田一 ハクサンフレンチ 加藤義
エターナルヒーロー 中川雅 スペシャルトリップ 黒木豊 ノースカガヤキ 中川雅 トーセンストレート 川添明
エムザックヒーロー 加藤義 ヴァッフシュテルケ 中川雅 ドンナフォルテ 金田一 ペッシュカネル 宗綱泰
オメガ 川添明 ヤンキーソヴリン 中川雅 ティエンラン 川添明 ベルウインド 金田一
メイショウカラタチ 加藤和 メイショウバンダイ 加藤和 ビオラフォーエバー 加藤和 ヒャダルコ 髙橋俊
ハクサンルドルフ 加藤義   
    
  
【 距 離 選 択 】
七 尾 城 址
特 別 楽天競馬で石川県特産品が当たる 楽天競馬杯ポイント貯まる賞  
Ａ２－① 1700m 特 別 （ 特 別 編 成 ）  
2日目　11Ｒ 12頭 Ｂ２－① 1500m Ｃ１－特選 1700m Ｃ１－⑦ 1400m

調教師 3日目　11Ｒ 11頭 4日目　12Ｒ 11頭 3日目　3Ｒ 10頭
希 サンベンド 加藤義 調教師 調教師 調教師
希 デルマアブサン 金田一 チャーハン 加藤義 ケンブリッジバッハ 金田一 マートレット 井樋一
希 マイネルオニキス 加藤和 カトリーヌボヌール 高橋道 ボーナファイディ 黒木豊 キングバゴスター 中川雅
希 グランジャー 黒木豊 コスモフェリーク 吉井敏 カネコメヒカル 佐藤茂 パズルリンクス 黒木豊
希 イマジンピース 加藤義 ソレイケヤッコ 髙橋俊 カルチャーバリュー 井樋一 ヒロノアンビシャス 田嶋幸
希 バリオラージュ 松野勝 スマートフェイス 鈴木正 シュヴァノーティ 加藤和 エールジョリー 室井眞
希 ベルウッドデナリ 加藤義 ハコダテカーニバル 加藤和 コウユーカゲムシャ 髙橋俊 エイン 菅原欣

フェイマスラブ 佐藤茂 ダレモカレモ 高橋優 エイシンリンリン 加藤和 サンリットデュー 黒木豊
マルカンベルガー 高橋道 イグナイトセプター 宗綱泰 ヤマカツライアン 高橋優 バリエンテドンナ 中川雅
エイシンクウカイ 髙橋俊 ヴァトナヨークトル 金田一 レイズアチアー 加藤和 スパイホップ 井樋一
イリュージョニスト 松野勝 ナリタカピリナ 高橋道 レイナアブソルータ 中川雅 ルシコンダビーチ 鋤田誠
シップーコウライ 鈴木正 フラウティスタ 髙橋俊 ドリームリッチ 金田一   
    
希 ： 希望投票馬  

【 距 離 選 択 】
千 里 浜 海 岸    
特 別 彦 星 賞 （ 特 別 編 成 ）  
Ａ２－② 1400m Ｂ２－② 1500m Ｃ１－② 1500m Ｃ１－⑧ 1400m
1日目　11Ｒ 12頭 3日目　9Ｒ 11頭 4日目　7Ｒ 11頭 3日目　2Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
希 ロックスピリット 金田一 ケンブリッジベスト 金田一 ウインバース 高橋優 シリアルナンバー 加藤和
希 コチョウジュニア 加藤義 ウインクルゴール 中川雅 ビナイーグル 加藤和 オーミハルカゼ 鈴木正
希 エイシンビジョン 金田一 ハーモニーソード 佐藤茂 ユメヲノセテ 菅原欣 ルーアリンド 加藤義
希 フラッシュアロー 金田一 マイネルボルソー 中川雅 フリューリング 菅原欣 ロゼオランジュ 加藤義

マイネルリボーン 髙橋俊 サステイナビリティ 髙橋俊 ハートブレイク 奥高平 キンショーブラック 黒木豊
イーゼル 黒木豊 ウインクルマリヒメ 鈴木正 オフコース 黒木豊 ピーチェス 加藤義
メジャーシップ 佐藤茂 ハワイアンダンサー 金田一 ヴレ 黒木豊 サンビリングス 奥高平
ハルヲヨブオンナ 川添明 デルマタッシャデナ 金田一 パットサイテ 加藤義 オンマイオウン 川添明
アンジュリアン 金田一 ランバート 髙橋俊 アリュモモフェイス 金田一 カジノノーブル 黒木豊
レイズアスピリット 川添明 クランキングアップ 中川雅 ブロウユアマインド 加藤和 ケイズデイジー 加藤義
ハクサングロウ 加藤義 ミキノグランプリ 中川雅 マッケンユウ 松野勝   
メイデンボヤージュ 髙橋俊   
  
希 ： 希望投票馬

楽 天 競 馬 でネ ット 投票    
特 別  （ 特 別 編 成 ）  
Ｂ１－① 1500m Ｂ２－③ 1400m Ｃ１－③ 1400m Ｃ１－⑨ 1500m
1日目　12Ｒ 11頭 3日目　8Ｒ 10頭 4日目　6Ｒ 10頭 4日目　5Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
アルバリ 菅原欣 ベルウッドタマド 金田一 ドゥスール 黒木豊 コウユーユメミルワ 髙橋俊
ナリタゴールド 菅原欣 エーブリッチマン 金田一 トップロマン 高橋道 アリスチャン 加藤義
デルマシャンティ 金田一 マティス 黒木豊 ゴールドウイスパー 宗綱泰 オースミジョージ 井樋一
カトリーヌスリジエ 高橋道 コスモドーム 髙橋俊 ナモンブライアン 菅原欣 バーフバリ 佐藤茂
マヤノガルネリ 田嶋幸 エンドレスゴールド 加藤和 ハクサンシップ 加藤義 ハクサンラピッド 加藤義
ケンデスティニー 金田一 マイネルピオネロ 髙橋俊 ナンヨーセゾニエ 鋤田誠 マイネルパロサント 室井眞
キョウワスピネル 加藤義 スマイルフォース 高橋優 コウギョウプラチナ 川添明 プリティエレガンス 室井眞
ロンプフェイス 川添明 ルーク 宗綱泰 トーセンヴェント 室井眞 テンノビロク 奥高平
ビップフェリックス 中川雅 スカイステージ 黒木豊 エウチアーモ 鋤田誠 ピカブー 高橋優
マインシャッツ 金田一 ビシュラ 鈴木正 オーミルーティン 鈴木正 ナリタノヘア 高橋道
プレシャスグリーン 金田一

令和２年度 石川県営第６回【 通算第７回 】金沢競馬　出走馬一覧表

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



４６９頭 №２

ＴＰＣ記念神領ババキ杯
Ｃ１－⑩ 1500m Ｃ２－④ 1400m ３Ａ－③ 1400m ３Ｂ－④ 1400m
4日目　4Ｒ 10頭 1日目　6Ｒ 10頭 2日目　2Ｒ 10頭 1日目　5Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
スイセー 田嶋幸 カトレアテソーロ 室井眞 ディープシーブルー 加藤和 サンコディー 鋤田誠
スマイルゴーイング 加藤義 ヒマワリ 高橋優 マイネルアルモニコ 松野勝 コンディトラム 中川雅
サパムーカンチャイ 金田一 サブノエガオ 金田一 ジョーカーマーチ 佐藤茂 オドリコ 川添明
メイショウタフマン 奥高平 ディアルレイル 鋤田誠 スタジアムロック 川添明 エクセルチェイサー 髙橋俊
サルース 加藤義 シンボリソウル 加藤和 シオジレア 鋤田誠 ヴォロンティエ 佐藤茂
ブラヴューラ 田嶋幸 ベニノレジーナ 井樋一 サマーソルト 吉井敏 ヤマヒビキ 菅原欣
デルマヴォージュ 川添明 ホウオウリフレイン 菅原欣 アルディビート 加藤義 ヴォレクィーン 加藤義
ファーストライト 宗綱泰 プチテアートル 菅原欣 ベルウッドアルプ 加藤義 ジョージプリンス 加藤義
ショウリノビジョン 加藤和 フクノマーチ 宗綱泰 ジャニスパール 中川雅 キムレット 菅原欣
パーフェクトクイン 井樋一 カズフォークナー 宗綱泰 ダヴィンチノチョウ 金田一   
  
  
  
  

 ３Ｂ－⑤ 1500m
 極上絶品！生誕１２０周年・浜名湖うな重賞 1日目　4Ｒ 9頭
Ｃ１－⑪ 1400m Ｃ２－⑤ 1500m ３Ａ－④ 1500m 調教師
4日目　3Ｒ 10頭 1日目　3Ｒ 10頭 2日目　3Ｒ 10頭 ジャストザキラキラ 菅原欣

調教師 調教師 調教師 キッチンドリンカー 宗綱泰
コケラオトシ 菅原欣 グッドワークス 井樋一 ハローグッバイ 髙橋俊 アジャスティッド 髙橋俊
ダイユウブレイデン 高橋優 アスカエンペラー 加藤和 タイムカプセル 加藤和 パープルワールド 鈴木正
セブンズゴールド 金田一 キタブランコ 金田一 アナハ 加藤和 カトリーヌアエラス 高橋道
オリエンタルローズ 金田一 コスモアリーナ 井樋一 クレメンデレヤ 菅原欣 イダテンゴールド 黒木豊
クレイジームーン 井樋一 ハートビートダンス 川添明 グラムデイジー 川添明 ルージュカプリス 菅原欣
デューズワイルズ 井樋一 コウエイリョウマ 室井眞 スタニングビスタ 中川雅 ブラッククリスマス 佐藤茂
ゴールドレン 宗綱泰 コードブレイカー 中川雅 スターズウィッシュ 菅原欣 ローズコンパス 川添明
ファンタサイズ 吉井敏 トウカイフェスタ 髙橋俊 エイシンパワフル 松野勝
デンカノホウトウ 井樋一 リローズ 髙橋俊 サノレーヌ 加藤和
ニッポンダンジ 中川雅 カフェオセロット 菅原欣 ハクサンローズ 加藤義   
  
  
  
  ３Ｂ－⑥ 1400m

1日目　2Ｒ 9頭
 調教師
 二走表示競走 カゼニノッテ 菅原欣
Ｃ１－⑫ 1400m Ｃ２二走－① 1400m ３Ａ－⑤ 1400m ホークケプカ 黒木豊
4日目　2Ｒ 10頭 4日目　1Ｒ 12頭以内 2日目　1Ｒ 9頭 アンタルクティクス 髙橋俊

調教師 調教師 フォースオブライフ 髙橋俊
テラフォーマー 吉井一   コスモボンバルダ 加藤和 サンアンティモニー 金田一
スターリバー 川添明 　Ｃ２級１，２日目編成馬のうち、 ダイユウライラック 高橋優 シャリン 菅原欣
ジョージフォンテン 奥高平 後半も出走を希望する馬で、 エグランティーヌ 加藤義 プロトレジーナ 佐藤茂
ヴェネツィア 田嶋幸 金沢競馬番組、 リリカルフレイム 松野勝 キクマツ 加藤義
ラントシャフト 加藤和 「二走表示競走編成等実施要領」に ショウイモン 金田一 サツキワンチーム 佐藤茂
テンエイハヤブサ 菅原欣 基づき編成する。 アッシュ 髙橋俊
マイティテソーロ 菅原欣 スターオブザサウス 菅原欣
リジカーレ 鋤田誠 　確定格付は７月１日に発表予定。 ポワソニエール 中川雅
スカーレットリボン 中川雅   タイムイズナカヤマ 加藤和
クリキンツバ 川添明     
  
  Ｊ Ｒ Ａ 交 流 ３Ｂ－⑦ 1400m
  能 登 千 里 浜 賞 1日目　1Ｒ 9頭
  ３歳 中央３歳未勝利 1500m 調教師

2日目　9Ｒ 14頭 ハクサンルピナス 加藤義
ラ ベ ン ダ ー 賞 調教師 露 草 賞 エスプロジオーネ 中川雅
（ 特 別 編 成 ） Ｊ マルガリーテース 中竹和 （ 特 別 編 成 ） リトルウィジー 中川雅
Ｃ２－特選 1500m Ｊ オメガデラックス 安田翔 ３Ｂ－特選 1500m ジニービーチ 菅原欣
2日目　8Ｒ 11頭 Ｊ ローレルオルブラン 飯田雄 1日目　9Ｒ 10頭 サクヤコノハナ 宗綱泰

調教師 Ｊ フチサンメルチャン 服部利 調教師 サーブルルミエール 佐藤茂
スパローリズム 川添明 Ｊ アヴグラン 高柳大 ヒデノヴェローチェ 加藤義 ワンモアデイ 高橋優
サンマルエトワール 鋤田誠 Ｊ ニホンピロブケーラ 服部利 ムービングブレイド 金田一 グラスカルメン 宗綱泰
クロノスコープ 黒木豊 Ｊ補 ヴィクトリオーソ 牧田和 ヒロノモンスター 佐藤茂 シンプリーノキセキ 中川雅
メイショウセンテ 川添明 Ｊ補 スナークレジスト 川村禎 リアトリス 高橋優
エイシンローハス 加藤義 ストロングフーヴス 金田一 メイショウガロンヌ 加藤和
クィーンライナー 鋤田誠 キングワールド 金田一 ゴールドキャッスル 鋤田誠
ジムマシーン 加藤和 ヴィトー 加藤和 キタノロマンス 吉井敏
デルマグランパレ 川添明 ダイナナフェアリー 金田一 メイメイ 髙橋俊
ミルクステージ 高橋道 ブルベアカイリ 佐藤茂 トーセンエンパイア 松野勝
ローレルリース 中川雅 カガノホマレ 菅原欣 ノボユキ 佐藤茂   
ゴクロウサマ 黒木豊   二走表示競走
  希望投票馬なし   ３Ｂ二走－① 1400m
  Ｊ：中央所属馬   3日目　1Ｒ 12頭以内
  Ｊ補：中央補欠馬   

 中央所属馬は６頭以内  　３歳Ｂ級１日目編成馬のうち、
（ 特 別 編 成 ） 確定格付は６月２６日午後発表予定 （ 特 別 編 成 ） 後半も出走を希望する馬で、
Ｃ２－② 1500m ３Ｂ－② 1500m 金沢競馬番組、
2日目　5Ｒ 10頭 1日目　8Ｒ 10頭 「二走表示競走編成等実施要領」に

調教師 プ ル メ リ ア 調教師 基づき編成する。
オリエンタルスター 野田幸 特 別 キングバーグ 金田一
ロクヨンハート 佐藤茂 ３Ａ－① 1500m ネネサマ 松野勝 　確定格付は７月１日に発表予定。
ホッコールナアーラ 吉井敏 2日目　7Ｒ 10頭 スピードドドド 川添明
ジャストザホマレ 井樋一 調教師 コハルポケット 宗綱泰
エーブゴールドマン 井樋一 シュネルン 髙橋俊 ドリームロマン 菅原欣
ウインドエルドール 野田幸 シニョーラ 松野勝 ウインライヴリー 加藤和
ウインドフェアリー 野田幸 ハクサンブレーヴ 加藤義 ガンバリマッセ 菅原欣
グリームロータス 金田一 マルハチアポロン 佐藤茂 ナガラチェリー 加藤義
サンマッキニー 菅原欣 チョウマイモン 金田一 ハクサンハート 加藤義 ム ク ゲ
エンジェルピース 井樋一 カズポルトチェルボ 加藤和 モーニンググロウ 松野勝 特 別
  エイダイインパクト 佐藤茂 ２歳－① 1400m
  ベルウッドアサヒ 加藤義 3日目　4Ｒ 10頭
  ドリームハット 宗綱泰 調教師
  デルマラピス 金田一 サブノタマヒメ 金田一

フューリアス 髙橋俊
   ナックタイガー 金田一
（ 特 別 編 成 ） パ ー ル 賞 （ 特 別 編 成 ） シンフジ 松野勝
Ｃ２－③ 1400m ３Ａ－②以下牝馬 1400m ３Ｂ－③ 1400m ミスターエイジュン 菅原欣
2日目　4Ｒ 10頭 2日目　6Ｒ 10頭 1日目　7Ｒ 10頭 ヤマミミミチャン 中川雅

調教師 調教師 調教師 ピースゼール 加藤義
カンカン 井樋一 ミライヘノトビラ 髙橋俊 トゥーゲント 髙橋俊 カナザワクリステル 菅原欣
ハクサンオダイリ 加藤義 パレット 黒木豊 マイネルグッドデイ 菅原欣 アサマヤマブシ 黒木豊
ブルーセクション 井樋一 サイモンサンバ 中川雅 ワンダフルデイズ 鋤田誠 ジュニアフェザー 鈴木正
アガタピアス 菅原欣 ボーダーライン 加藤和 プレシャスパール 菅原欣
ニーニャボニータ 野田幸 サンディロン 菅原欣 フークキャロライン 加藤義
タイセイマリーン 加藤和 ラヴリーズン 金田一 ダンチョウ 髙橋俊
クイニーアマン 加藤義 ヴァンタンジェンヌ 田嶋幸 ニャンダカンダ 室井眞
ピエールサンデー 吉井一 フェールドゥー 菅原欣 マジョルカ 川添明
サムライロード 吉井一 ダンゼンユウリ 佐藤茂 ディヴェルト 佐藤茂
ユキノジャパン 井樋一 ディアデイジー 佐藤茂 ストナビダンサー 鈴木正

　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６回【 通算第７回 】金沢競馬　出走馬一覧表

☆　注   意   事   項　☆

※ C ２ 級 特 選 、 ② 、 ③ 組 及 び ３ 歳 Ｂ 級 特 選 、 ② 、 ③ は 前 ３ 走 分 の 収 得 賞 金 順 ※


