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農 林 水 産 大 臣 賞 典
重賞　第４０回白山大賞典(ＪｐｎⅢ） 秋の金沢競馬！楽天競馬
３歳以上　オープン 特 別 リアル両津チャンネル登録者数千人突破記念
【 指 定 交 流 】 2100m Ａ２－② 1500m Ｂ１－⑥ 1500m Ｂ２－⑥ 1400m
4日目　11Ｒ 12頭以内 1日目　10Ｒ 11頭 2日目　9Ｒ 10頭 3日目　7Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
Ｊ ロードゴラッソ 藤岡健 イーゼル 黒木豊 カトリーヌレーヴ 高橋道 トップロマン 高橋道
Ｊ エルデュクラージュ 池添学 フラウティスタ 髙橋俊 スマートフェイス 鈴木正 アンタルクティクス 髙橋俊
Ｊ マスターフェンサー 角田晃 ハルヲヨブオンナ 川添明 サステイナビリティ 髙橋俊 ブルーセクション 井樋一
Ｊ ナムラカメタロー 稲垣幸 ムーンファースト 井樋一 ヴィトー 加藤和 キンショーブラック 黒木豊
Ｊ ロードレガリス 野中賢 プレシャスグリーン 金田一 ハクサンキャノン 加藤義 サンリットデュー 黒木豊

優・北 リンノレジェンド 林和弘 ベルウッドデナリ 加藤義 ヒロノアンビシャス 田嶋幸 ハクサンアレグリア 加藤義
大 ホーリーブレイズ 福永敏 ハクサングロウ 加藤義 ケンブリッジビット 金田一 ノーブルレゼル 鈴木正
大 スギノグローアップ 福永敏 カトリーヌスリジエ 高橋道 ベルウインド 金田一 カジノノーブル 黒木豊
名 スパークルメノウ 今津博 レイズアスピリット 川添明 ケンブリッジジッタ 金田一 ラスカルグレイ 加藤和
金 サウスアメリカン 金田一 オーミサルーテ 鈴木正 ナリタカピリナ 高橋道 ジョインフォース 佐藤茂
金 ティモシーブルー 金田一 チャーハン 加藤義  
金 ロンギングルック 金田一  

  
  
○ 中央競馬所属補欠馬（繰り上がり順）
 穴 水 秋 のま いも ん賞 小 松 勧 進 帳 賞 秋 の 獅 子 吼 高 原

調教師 （ 特 別 編 成 ） （ 特 別 編 成 ） 特 別
Ｊ補① ヒストリーメイカー 新谷功 Ｂ１－特選 1700m Ｂ２－特選 1700m Ｃ１－① 1500m
Ｊ補② ウインユニファイド 飯田雄 1日目　9Ｒ 10頭 4日目　9Ｒ 10頭 4日目　12Ｒ 10頭
Ｊ補③ ダノンテイオー 大久龍 調教師 調教師 調教師
Ｊ補④ ケイアイパープル 村山明 バリエンテドンナ 中川雅 アウティスタ 加藤義 パットサイテ 加藤義
Ｊ補⑤ サクラアリュール 村山明 サーベラージュ 加藤和 ベルティーナ 中川雅 ボーナファイディ 黒木豊

モリンガ 金田一 トーセンコパン 加藤和 コスモカンプ 加藤和
サクラトップスター 佐藤茂 ブレーヴウィザード 高橋優 エナジーループ 鋤田誠
ジャストインタイム 髙橋俊 サパムーカンチャイ 金田一 ルシコンダビーチ 鋤田誠

○ 地方競馬所属補欠馬（繰り上がり順） カネコメヒカル 佐藤茂 ブルベアジネンジョ 松野勝 ペイシャアリ 宗綱泰
  クランキングアップ 中川雅 マイネルアルモニコ 松野勝 アリスチャン 加藤義
  ネクサスエッジ 中川雅 ヴェルヴェット 菅原欣 クレイジームーン 井樋一

調教師 キングワールド 金田一 トーセンクリスタル 川添明 ダイユウブレイデン 高橋優
補①園 ストーンリバー 長南和 スペシャルトリップ 黒木豊 ナリタノヘア 高橋道 カタトゥンボ 宗綱泰
補②名 グランドサッシュ 榎屋充   
補③名 コウエイワンマン 今津博   
補④名 エイシンミコノス 今津博   
補⑤名 ドリームリヴァール 今津博   
補⑥笠 リンクスゼロ 湯前良
補⑦笠 ナラ 湯前良 飯 田 風 の 盆 賞 第５回九谷焼ロディ杯
補⑧名 ペイシャゲラン 今津博 （ 特 別 編 成 ） （ 特 別 編 成 ） ハ ク サ ンコ ザク ラ賞
補⑨名 アンシンカブル 今津博 Ｂ１－② 1500m Ｂ２－② 1500m Ｃ１－②以下牝馬 1500m

1日目　11Ｒ 10頭 4日目　8Ｒ 10頭 4日目　4Ｒ 10頭
調教師 調教師 調教師

Ｊ：中央競馬所属馬 メイショウバンダイ 加藤和 スマイルゴーイング 加藤義 ケイズデイジー 加藤義
Ｊ補：中央競馬所属補欠馬 ダイユウブライアン 高橋優 レイナアブソルータ 中川雅 コウギョウプラチナ 川添明
優：優先出走馬（トライアル１着） ケイサンパルプンテ 金田一 レイズアチアー 加藤和 テンノビロク 奥高平
北 ： 北海道、大 ： 大井、笠 ： 笠松 ハナイロコマチ 中川雅 シュヴァノーティ 室井眞 サルース 加藤義
名 ： 名古屋、園 ： 園田、金 ： 金沢 ライトブリンガー 吉井敏 ミリノカイザー 吉井一 オーミハルカゼ 鈴木正

マヤノガルネリ 田嶋幸 ルンルンヘレンド 鋤田誠 ダヴィンチノチョウ 金田一
希望投票馬なし シュネルン 髙橋俊 エールジョリー 室井眞 ナンヨーセゾニエ 鋤田誠

レルシュタープ 黒木豊 ハクサンモジャ 加藤義 タイセイマリーン 加藤和
　出走予定馬が辞退した場合は、補欠順位上位 ヴァッフシュテルケ 中川雅 カトリーヌエミュー 高橋道 スターリバー 川添明
の馬より繰り上げる。 プラチナバディ 加藤義 トップメダリスト 高橋道 チョウマイモン 金田一

交流馬の賞金は、総収得賞金。
 
  

御 前 が 峰 翠 ヶ 池 賞  
特 別 （ 特 別 編 成 ） （ 特 別 編 成 ） 楽天競馬杯ポイント貯まる賞
Ａ１－① 1900m Ｂ１－③ 1400m Ｂ２－③ 1400m Ｃ１－③ 1500m
4日目　10Ｒ 12頭 1日目　8Ｒ 10頭 4日目　7Ｒ 10頭 4日目　6Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
補① ハクサンアマゾネス 加藤義 ハリマドライブ 宗綱泰 シオジレア 鋤田誠 センノベステス 中川雅
補② タンクティーエー 髙橋俊 ビップフェリックス 中川雅 シニョーラ 松野勝 オフコース 黒木豊
補③ イリュージョニスト 松野勝 ブルベアカイリ 佐藤茂 カヴァリエール 金田一 ブロウユアマインド 加藤和
補④ スターリングブルス 中川雅 ドロダンゴ 髙橋俊 マイネルピオネロ 髙橋俊 ハクサンブレーヴ 加藤義
補⑤ アポロモンスター 髙橋俊 テソーロ 中川雅 ウインクルゴール 中川雅 ベルウッドアサヒ 加藤義

サイモンジルバ 中川雅 コウエイサムライ 鋤田誠 ルリユール 黒木豊 フォースキャリア 佐藤茂
メジャーシップ 佐藤茂 サノノカガヤキ 加藤和 サクラテゾーロ 中川雅 コウエイスパークル 加藤和
エターナルヒーロー 中川雅 ロンプフェイス 川添明 ハートブレイク 奥高平 コスモブッカー 奥高平
フェリシアルチア 金田一 シゲルホタルイシ 川添明 ダイナナフェアリー 金田一 クリアセーリング 黒木豊
エムザックヒーロー 加藤義 カトリーヌボヌール 高橋道 デルマタッシャデナ 金田一 クリキンツバ 川添明
ハクサンルドルフ 加藤義   
ノーブルステップ 佐藤茂   
  
補：白山大賞典補欠馬  

　金沢所属出走予定馬が辞退した場合は、    
補欠馬５頭で編成替えをすることがある。 月 下 美 人 賞 金なし嫁なしでも競馬を愛するリアル両津杯 ナ ナ カ マ ド 賞

Ｂ１－④以下牝馬 1500m Ｂ２－④ 1400m Ｃ１－④ 1500m
2日目　12Ｒ 10頭 3日目　9Ｒ 10頭 4日目　2Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
加 賀 白 峰 ビシュラ 鈴木正 オンマイオウン 川添明 ブルベアマイル 加藤義
特 別 ハコダテカーニバル 加藤和 ミータカラノテガミ 鋤田誠 エイダイインパクト 佐藤茂
Ａ１－② 1700m ティエンラン 川添明 デルマオウショウ 金田一 ドリームハット 宗綱泰
3日目　10Ｒ 11頭 ロゼオランジュ 加藤義 サマーソルト 吉井敏 ノアキャッスル 鋤田誠

調教師 コスモフェリーク 吉井敏 バーディーチャンス 加藤義 マルハチアポロン 佐藤茂
オメガ 川添明 ゴールドハリアー 黒木豊 レッドルーナ 加藤和 ジョージフォンテン 奥高平
アルバリ 菅原欣 ラララライ 川添明 オリエンタルローズ 金田一 クィーンライナー 鋤田誠
ドンナフォルテ 金田一 ジュエリーハンター 金田一 エムテイロード 鈴木正 デューズワイルズ 井樋一
ジェイケイライアン 髙橋俊 ハクサンフラワー 加藤義 ルージュカプリス 菅原欣 エムティキラリ 佐藤茂
エイシンビジョン 金田一 スカイオリオン 佐藤茂 ルクナバード 宗綱泰 オーミルーティン 鈴木正
カガノホマレ 菅原欣  
コードジェニック 金田一
マインシャッツ 金田一
エイシンホープ 佐藤茂
アンジュリアン 金田一
ミラクルフーガ 金田一   
  やましろ湯の曲輪浪漫賞 楽天競馬杯ポイント貯まる賞 桔 梗 賞
  Ｂ１－⑤ 1500m Ｂ２－⑤ 1400m Ｃ１－⑤以下牝馬 1500m
  2日目　10Ｒ 10頭 3日目　8Ｒ 10頭 4日目　3Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
楽天でポッイントもらっちゃおう ホシフルドヒョウ 髙橋俊 マティス 黒木豊 ラントシャフト 加藤和
特 別 マッケンユウ 松野勝 ツガノホマレ 髙橋俊 ハクサンラピッド 加藤義
Ａ２－① 1700m カズフォークナー 宗綱泰 ヴレ 黒木豊 ヒマワリ 高橋優
2日目　11Ｒ 11頭 ブルーウィング 髙橋俊 ペイシャジョーダン 吉井敏 グリームロータス 金田一

調教師 ミキノグランプリ 中川雅 リマインドミー 室井眞 エウチアーモ 鋤田誠
グランジャー 黒木豊 スカイステージ 黒木豊 マルカンファイヤー 高橋道 セリアノーブル 鋤田誠
ケンデスティニー 金田一 ドリームリッチ 金田一 ユンゼイ 井樋一 ピーチェス 加藤義
バリオラージュ 松野勝 ランバート 髙橋俊 コウユーカゲムシャ 髙橋俊 サブノエガオ 金田一
マイネルリボーン 髙橋俊 ケンブリッジバッハ 金田一 ユメヲノセテ 菅原欣 スカーレットリボン 中川雅
キョウワスピネル 加藤義 ルールゴールド 高橋道 フリューリング 菅原欣 デルマヘリオドール 鋤田誠
デルマシャンティ 金田一
フェルヴィド 金田一
マイネルオニキス 加藤和
エンドレスゴールド 加藤和
デルマサンブッカ 川添明
アイリュミエール 加藤和

令和２年度 石川県営第１０回【 通算第１３回 】金沢競馬　出走馬一覧表

※ Ｂ １ 級 特 選 、 ② 、 ③ 組 お よ び Ｂ ２ 級 特 選 、 ② 、 ③ 組 は 前 ３ 走 分 の 収 得 賞 金 順 ※
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（一社）JBC協会協賛（スピルバーグ賞）
（公社）日本軽種馬協会協賛

ユーチューバーリアル両津初協賛めでたい賞 JRA認定　石川テレビ杯
Ｃ１－⑥ 1500m Ｃ２－③ 1500m Ｃ２－⑩ 1500m 重賞　第１５回金沢プリンセスカップ
3日目　6Ｒ 10頭 2日目　6Ｒ 10頭 1日目　6Ｒ 10頭 ２歳牝馬 1400m

調教師 調教師 調教師 3日目　11Ｒ 12頭
トーセンヴェント 室井眞 ゴクロウサマ 黒木豊 トゥーゲント 髙橋俊 調教師
ハウル 髙橋俊 キャメポート 加藤義 ダンチョウ 髙橋俊 希 サブノタマヒメ 金田一
キングズロード 菅原欣 アガタピアス 菅原欣 ハクサンハート 加藤義 希 エムザックベール 加藤義
ヒャダルコ 加藤和 ビジョ 髙橋俊 リローズ 髙橋俊 希 シナノマスカット 加藤義
デルマラピス 金田一 ダンゼンユウリ 佐藤茂 レアード 髙橋俊 希 マナバレンシア 金田一
ヴィルフォーマ 鋤田誠 マイティテソーロ 菅原欣 カズノコクリュウ 鈴木正 希 エイシンミチバシリ 佐藤茂
キークラウン 加藤和 ジャストザホマレ 井樋一 シンプリーノキセキ 中川雅 希 リードキングダム 黒木豊
ウインバース 高橋優 キシリトールチョコ 加藤和 ノボパニコ 金田一 希 エイシンヒスイ 井樋一
ハクサンシップ 加藤義 クルワールデジール 松野勝 ウインライヴリー 加藤和 エムティモナ 佐藤茂
ユーロジャイズ 黒木豊 ハクサンルピナス 加藤義 カフェオセロット 菅原欣 スツーカ 髙橋俊
 ピースゼール 加藤義
  スパーテル 菅原欣
  ステップフォード 中川雅
  彼 岸 花 賞 ア ス タ ー 賞
Ｃ１－⑦ 1500m Ｃ２－④以下牝馬 1400m Ｃ２－⑪以下牝馬 1500m 希 ： 希望投票馬
3日目　5Ｒ 10頭 2日目　5Ｒ 10頭 1日目　5Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
グッドミル 田嶋幸 ワンモアデイ 高橋優 ベルザロイヤル 金田一
ハクサンフレンチ 加藤義 ヴァンタンジェンヌ 田嶋幸 キッチンドリンカー 宗綱泰
サノノドラゴン 室井眞 ハローグッバイ 奥高平 プレシャスパール 菅原欣 ＳＰＡＴ４プレミアムポイント賞
デルマヴォージュ 川添明 グリーンエンプレス 菅原欣 ニャンダカンダ 室井眞 特 別
ロクヨンハート 佐藤茂 ユキノジャパン 井樋一 カゼニノッテ 菅原欣 ２歳－① 1500m
トーセンストレート 川添明 ヤマヒビキ 菅原欣 リゼイエロー 加藤和 4日目　5Ｒ 11頭
コンディトラム 中川雅 ピエールサンデー 吉井一 サクヤコノハナ 宗綱泰 調教師
ニホニウム 高橋優 カンノンリリー 川添明 シャリン 菅原欣 フューリアス 髙橋俊
マートレット 井樋一 デルマターコイズ 金田一 ノルフェーン 中川雅 ラヴィテスミラノ 金田一
スパイホップ 井樋一 ニーニャボニータ 野田幸 サツキワンチーム 井樋一 ナックタイガー 金田一

シンフジ 松野勝
タクシードライバー 中川雅
カネトシエステラ 中川雅

    キラメキビジョン 加藤和
Ｃ１－⑧ 1400m Ｃ２－⑤ 1500m Ｃ２－⑫ 1400m アサマヤマブシ 黒木豊
3日目　4Ｒ 10頭 2日目　4Ｒ 10頭 1日目　2Ｒ 10頭 トウカタウルス 佐藤茂

調教師 調教師 調教師 ジュニアフェザー 鈴木正
レオパルト 菅原欣 デルマグランパレ 川添明 ディープウォーリア 高橋優 ミスターエイジュン 菅原欣
ミライヘノトビラ 髙橋俊 スターオブザサウス 菅原欣 マイネルグッドデイ 菅原欣
ディープシーブルー 加藤和 エーブゴールドマン 井樋一 ワンダフルデイズ 鋤田誠
ホッコールナアーラ 吉井敏 エイシンパワフル 奥高平 ダブルマーク 鈴木正
ロジシップ 松野勝 プチテアートル 菅原欣 フォースオブライフ 髙橋俊
ジョーカーマーチ 佐藤茂 ポワソニエール 中川雅 サノノヴィグラス 加藤和  
オースミジョージ 井樋一 グラムデイジー 鈴木正 パープルブルーメン 鈴木正 ミ ヤ マ リ ン ド ウ 賞
パズルリンクス 黒木豊 ヴォロンティエ 佐藤茂 キングオブキャロル 奥高平 ２歳－② 1400m
ルーアリンド 加藤義 ゴールドキャッスル 鋤田誠 オドリコ 川添明 4日目　1Ｒ 10頭
ヴェロニク 加藤義 ワールドウィスラー 川添明 イコロチャン 中川雅 調教師

ディルクロ 中川雅
ストールシャイン 松野勝
アエノモナーク 髙橋俊
シナノマロン 加藤義

Ｃ１－⑨ 1400m Ｃ２－⑥ 1500m Ｃ２－⑬ 1500m サンビタリア 加藤和
3日目　2Ｒ 10頭 2日目　3Ｒ 10頭 1日目　4Ｒ 10頭 マーガリン 川添明

調教師 調教師 調教師 マイストック 宗綱泰
エイシンローハス 加藤義 サーブルルミエール 佐藤茂 クロスラミナ 黒木豊 ゴールドタイタン 川添明
シリアルナンバー 加藤和 ディアルレイル 鋤田誠 ナムラナーダム 松野勝 ケンジェネシス 金田一
カンカン 井樋一 ワイルドピット 髙橋俊 シュライクス 菅原欣 ホットスポット 金田一
プリティエレガンス 室井眞 シルバーグラス 加藤義 ヴァリアントナイト 高橋優
スタインウェイ 髙橋俊 ヒロノモンスター 井樋一 キムレット 菅原欣
クイニーアマン 加藤義 ディヴェルト 佐藤茂 アイワナトラスト 宗綱泰
アナハ 加藤和 プラズマテイル 中川雅 ホークケプカ 黒木豊
ジニービーチ 菅原欣 ヴォレクィーン 加藤義 グランバル 髙橋俊
トゥインクルウェイ 加藤和 カナライズ 黒木豊 キクマツ 井樋一
ドリームロマン 菅原欣 マターナルラヴ 中川雅 ヒロノホマレボシ 佐藤茂 ２ 歳 新 馬

２歳新馬－① 1400m
3日目　3Ｒ 6頭

調教師
カイジンビリーヴ 金田一

Ｃ１－⑩ 1400m Ｃ２－⑦ 1400m Ｃ２－⑭ 1500m ヴァランタイン 金田一
3日目　1Ｒ 10頭 2日目　2Ｒ 10頭 1日目　3Ｒ 10頭 ラッシュフェイス 金田一

調教師 調教師 調教師 サンジョルディ 高橋道
アルディビート 加藤義 ウインドウイスパー 野田幸 アルティフェクス 宗綱泰 ヨンシキハヤテ 髙橋俊
リジカーレ 鋤田誠 ウインドエルドール 野田幸 ユニークマイア 吉井一 ウインドベリンダ 野田幸
バーフバリ 佐藤茂 ハイコロラトゥーラ 佐藤茂 トレボウソレイユ 吉井敏
ストナビダンサー 鈴木正 サムライロード 吉井一 ダイユウアイリス 高橋優
マイネルパロサント 室井眞 ダイヤシャイン 黒木豊 ジュンヒトカップ 加藤和
サンマッキニー 菅原欣 ナタンドラ 佐藤茂 ヌンシーズ 宗綱泰
パーフェクトクイン 井樋一 モーニンググロウ 松野勝 アメトリン 菅原欣
ムービングブレイド 金田一 アッシュ 奥高平 ミライヘノノゾミ 加藤和
ハクサンオダイリ 加藤義 コハルポケット 宗綱泰 ウォルフライエ 川添明
ベニノレジーナ 井樋一 エイシンマーチング 宗綱泰 ベアーズレター 菅原欣
 
  
  
  
鶴 来 ほ う ら い
特 別  
Ｃ２－① 1400m Ｃ２－⑧ 1400m  
2日目　8Ｒ 10頭 2日目　1Ｒ 9頭 Ｃ２－⑮ 1400m

調教師 調教師 1日目　1Ｒ 9頭
グラスエルファロ 加藤和 アスカエンペラー 加藤和 調教師
オリエンタルスター 野田幸 エスプロジオーネ 中川雅 アオイスター 加藤義
ゴールドレン 宗綱泰 エイシンアレグロ 中川雅 サンドクルーズ 黒木豊
テラフォーマー 吉井一 ファナティックエロ 加藤和 グロースザゴールド 松野勝
パレット 黒木豊 マジョルカ 川添明 マルカシュタルク 加藤和
フレエル 黒木豊 コスモアリーナ 井樋一 ブノワデラダンス 菅原欣
メイショウタフマン 奥高平 ガニアン 鋤田誠 キセキガクル 高橋優
ウインドワルツ 野田幸 スナイプトウショウ 佐藤茂 ウィシュワールド 金田一
スターズウィッシュ 菅原欣 フクノソミュール 鋤田誠 メイショウミカサ 金田一
ゴーゴーヘレンド 中川雅   グラディウス 川添明

まぁさん明日お誕生日おめでとう前夜祭記念
Ｃ２－② 1400m Ｃ２－⑨ 1500m
2日目　7Ｒ 10頭 1日目　7Ｒ 10頭

調教師 調教師
カトレアテソーロ 室井眞 メイショウガロンヌ 加藤和
ボーダーライン 加藤和 パシスタ 髙橋俊
ジムマシーン 加藤和 サンアンティモニー 金田一
キタブランコ 金田一 ファクタークニアキ 加藤和
ミルクステージ 高橋道 ナイトスターリリー 高橋優
タイムカプセル 加藤和 ジャストザキラキラ 菅原欣
デンカノホウトウ 井樋一 グッドワークス 井樋一
トミケンプラセール 川添明 コードブレイカー 中川雅
マーヴェラスロード 菅原欣 ブラッククリスマス 佐藤茂 　出 走 日 が 同 一 で 、 同 一 階 級 内
シティーリヴァー 菅原欣 ガンバリマッセ 菅原欣

　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１０回【 通算第１３回 】金沢競馬　出走馬一覧表

☆　注   意   事   項　☆

※ Ｂ １ 級 特 選 、 ② 、 ③ 組 お よ び Ｂ ２ 級 特 選 、 ② 、 ③ 組 は 前 ３ 走 分 の 収 得 賞 金 順 ※


