
３７２頭 №１

春 爛 漫 ネ モ フ ィ ラ  
特 別 特 別 お家で投票！楽天競馬賞
Ａ１－① 1700m Ｂ１－① 1500m Ｂ２－④ 1500m Ｃ１－③ 1400m
3日目　11Ｒ 12頭 1日目　9Ｒ 11頭 2日目　12Ｒ 11頭 2日目　3Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ティモシーブルー 金田一 クールシャイン 鈴木正 サマーソルト 吉井敏 コウユーカゲムシャ 髙橋俊
ロンギングルック 金田一 アンシンカブル 佐藤茂 パシスタ 髙橋俊 グラムデイジー 鈴木正
ファストフラッシュ 鈴木正 ハクサンペリー 加藤義 ケンブリッジバッハ 金田一 トレボウソレイユ 吉井敏
トウショウデュエル 佐藤茂 プライモーディアル 髙橋俊 デビルバローズ 佐藤茂 ディライラ 佐藤茂
タンクティーエー 髙橋俊 ライブスター 中川雅 サンドプラチナ 金田一 ユメヲノセテ 菅原欣
フジヤマブシ 黒木豊 レルシュタープ 黒木豊 ケージーキンカメ 鈴木正 バリオラージュ 松野勝
イリュージョニスト 髙橋俊 ベルティーナ 中川雅 ヴァッフシュテルケ 中川雅 ケイズデイジー 加藤義
ブラックハーデス 中川雅 カネコメヒカル 佐藤茂 ダレモカレモ 高橋優 ハクサンフラワー 加藤義
バンズーム 川添明 サステイナビリティ 髙橋俊 ディセントファミリ 加藤和 ヒャダルコ 加藤和
ネクサスエッジ 中川雅 ケンアンドランス 加藤義 ハクサンルドルフ 加藤義 ステイリッチ 川添明
ビーハグ 吉井敏 ファクタークニアキ 加藤和 カトリーヌスリジエ 高橋道  
サウスブルーグラス 中川雅  
    
    
  
楽天競馬杯ポイント貯まる    
特 別 春の金沢けいば！楽天競馬賞   
Ａ１－② 1500m Ｂ１－② 1500m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－④ 1400m
3日目　12Ｒ 12頭 1日目　11Ｒ 11頭 2日目　9Ｒ 10頭 2日目　1Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
シュネルン 髙橋俊 セイカアーナンダイ 加藤和 ルンルンヘレンド 鋤田誠 ダブルマーク 鈴木正
ノーブルステップ 佐藤茂 マッケンユウ 髙橋俊 ミータカラノテガミ 鋤田誠 ミリノカイザー 吉井一
ジュエアトゥー 松野勝 スペシャルトリップ 黒木豊 スカイステージ 黒木豊 デルマラピス 金田一
マイネルクライマー 加藤和 エイシンクウカイ 髙橋俊 ドロダンゴ 髙橋俊 ヒロノモンスター 井樋一
ストロングフーヴス 金田一 ウェルビーイング 鋤田誠 オンマイオウン 川添明 ダイユウブレイデン 高橋優
チャーハン 加藤義 リトルウィッチ 加藤和 ジョーカーマーチ 佐藤茂 サノノドラゴン 室井眞
エイシンホープ 佐藤茂 カトリーヌレーヴ 高橋道 ビックハート 高橋道 ハローグッバイ 奥高平
キングワールド 金田一 オーミシンゲン 中川雅 クリアセーリング 黒木豊 ヴレ 黒木豊
エムザックヒーロー 加藤義 ビップフェリックス 中川雅 トーセンコパン 加藤和 オフコース 黒木豊
トップロイヤル 高橋道 ハクサンモジャ 加藤義 ダヴィンチノチョウ 金田一 ベルウッドヤワラ 加藤義
サンペンドルトン 鋤田誠 サンリットデュー 黒木豊   
ラントカルテ 加藤義
  
  

マ ー チ
特 別 待ってました！金沢競馬開幕記念 つ ば き 賞
Ａ２－① 1700m Ｂ１－③ 1500m Ｂ２－⑥ 1400m Ｃ１－⑤以下牝馬 1500m
2日目　11Ｒ 12頭 1日目　8Ｒ 10頭 2日目　8Ｒ 10頭 1日目　7Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
アルバリ 菅原欣 ニーマルブラック 金田一 サクラアルテミス 加藤義 ハイコロラトゥーラ 佐藤茂
ジャストインタイム 髙橋俊 マヤノハイヌーン 田嶋幸 スイスピリッツ 髙橋俊 サンデープリンセス 加藤義
マヤノガルネリ 田嶋幸 アーバン 菅原欣 フォースキャリア 佐藤茂 デルマヘリオドール 鋤田誠
ナムラシンウチ 佐藤茂 フリューリング 菅原欣 カヴァリエール 金田一 デルマシルバー 金田一
ウインリコルド 髙橋俊 シオジレア 鋤田誠 ホッコールナアーラ 井樋一 ヴァンタンジェンヌ 田嶋幸
デルマシャンティ 金田一 ダイユウブライアン 高橋優 ガニアン 鋤田誠 ボーナファイディ 黒木豊
エンドレスゴールド 加藤和 ロゼオランジュ 加藤義 デルマタッシャデナ 金田一 ジニービーチ 菅原欣
エターナルヒーロー 中川雅 ペイシャアリ 宗綱泰 オーミハルカゼ 鈴木正 デルマフユゲシキ 金田一
グランジャー 黒木豊 マティス 黒木豊 ヒマワリ 高橋優 スカーレットリボン 中川雅
アポロニケ 髙橋俊 フラウティスタ 髙橋俊 カズポルトチェルボ 加藤和 タイセイマリーン 加藤和
カズマッケンリー 奥高平   ノボパニコ 金田一
スーパーフライヤー 金田一     
  
  

2021 金 沢 競 馬 開 幕 菜 の 花   
特 別 特 別  今年はＪＢＣ２０２１金沢開催だ賞
Ａ２－② 1400m Ｂ２－① 1500m Ｂ２－⑦ 1400m Ｃ１－⑥ 1400m
1日目　10Ｒ 12頭 3日目　10Ｒ 11頭 2日目　7Ｒ 10頭 1日目　6Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
タイセイアピール 宗綱泰 ノーブルレゼル 鈴木正 デルマヴォージュ 金田一 スパイホップ 井樋一
オーミサルーテ 鈴木正 ブルーウィング 髙橋俊 ストナビダンサー 鈴木正 ジムマシーン 加藤和
シニョーラ 松野勝 ハーモニーソード 佐藤茂 キャメポート 加藤義 シップーコウライ 鈴木正
トレミエール 髙橋俊 ハクサンボタン 加藤義 ルクナバード 宗綱泰 ケイサンパルプンテ 金田一
マルハチアポロン 佐藤茂 ケンブリッジジッタ 金田一 ハクサンベル 加藤義 ベストユエンモン 佐藤茂
ドリームリッチ 金田一 エイダイインパクト 佐藤茂 サンライズルーク 菅原欣 レイズアチアー 加藤和
スマートフェイス 鈴木正 フェアザスピリッツ 加藤和 クレイジームーン 井樋一 ブラッククリスマス 佐藤茂
イマジンピース 加藤義 シーカー 高橋優 ハクサンフルリール 加藤義 ハクサングロウ 加藤義
ブルベアジネンジョ 髙橋俊 ランバート 髙橋俊 ジョージフォンテン 奥高平 ラッキータカチャン 加藤和
サクラエンパイア 中川雅 イーゼル 黒木豊 カナライズ 黒木豊 オースミジョージ 井樋一
メジャーシップ 佐藤茂 コウエイスパークル 加藤和 ウインアマルフィ 加藤義
モリンガ 金田一  
 

 

 ソ メ イ ヨ シ ノ  
い い 馬 み つ け 旅 杯 特 別  
Ｂ２－② 1500m Ｃ１－① 1500m Ｃ１－⑦ 1400m
3日目　9Ｒ 10頭 2日目　6Ｒ 11頭 1日目　4Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
リードザウイニング 黒木豊 ハグクミ 佐藤茂 サイモンジルバ 中川雅
コウエイサムライ 鋤田誠 フェールドゥー 菅原欣 リチェルカータ 金田一
ゴーゴーヘレンド 中川雅 ハーモニーロータス 髙橋俊 マイネルリボーン 髙橋俊
エールジョリー 室井眞 クリノピンクダイヤ 川添明 アンネローゼ 金田一
セリアノーブル 鋤田誠 ツガノホマレ 髙橋俊 デューズワイルズ 井樋一
アンタルクティクス 髙橋俊 ゴールドハリアー 黒木豊 ハクサンルピナス 加藤義
ダンゼンユウリ 佐藤茂 メイショウノボサン 加藤和 コスモフェリーク 吉井敏
ルリユール 黒木豊 ノースヒビキ 髙橋俊 オリエンタルローズ 金田一
ウラカワノオト 加藤義 ハクサンアレグリア 加藤義 プレジデントチェリ 加藤義
ハウル 髙橋俊 トップロマン 高橋道 ユーロジャイズ 黒木豊
 マカレナダンス 川添明   
  

チ ュ ー リ ッ プ 賞
Ｂ２－③以下牝馬 1500m Ｃ１－② 1500m Ｃ１－⑧ 1500m
3日目　8Ｒ 10頭 2日目　4Ｒ 11頭 1日目　2Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
レッドオリアナ 加藤和 ルールゴールド 高橋道 デルマオウショウ 金田一
ラララライ 川添明 ナリタノヘア 高橋道 バーフバリ 佐藤茂
デルマサンブッカ 川添明 ハクサンキャノン 加藤義 ルーアリンド 加藤義
ビシュラ 鈴木正 クリキンツバ 川添明 バーディーチャンス 加藤義
サパムーカンチャイ 金田一 ケンデスティニー 金田一 ナイトスターリリー 高橋優
ヴェロニク 加藤義 ケンブリッジベスト 金田一 コハルポケット 宗綱泰
カトリーヌボヌール 高橋道 アリュモモフェイス 金田一 カンノンリリー 井樋一
ドリームハット 宗綱泰 クィーンライナー 鋤田誠 タイムカプセル 加藤和
ノボノンノン 佐藤茂 リメンバーミー 加藤和 ヴォロンティエ 佐藤茂
ボーダーライン 加藤和 カジノノーブル 黒木豊 オレンジエンリ 川添明

カトリーヌエミュー 高橋道
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３７２頭 №２

ア ク ア マ リ ン ア リ ッ サ ム ほくりくの！おいしい！すしだよ！杯
特 別 特 別 特 別
Ｃ２－① 1500m Ｃ２－⑥ 1500m ３Ａ－① 1500m ３Ｂ－① 1500m
3日目　7Ｒ 11頭 3日目　2Ｒ 10頭 2日目　10Ｒ 11頭 1日目　5Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
パーフェクトクイン 井樋一 ウインライヴリー 加藤和 サブノタマヒメ 金田一 ピースゼール 加藤義
ムーンファースト 井樋一 プレシャスパール 菅原欣 マナバレンシア 金田一 プートワモナムール 加藤和
マートレット 井樋一 サノノヴィグラス 加藤和 アイバンホー 金田一 モダンローズ 菅原欣
ドルフィンマーク 中川雅 リマインドミー 室井眞 フューリアス 髙橋俊 トウカタウルス 佐藤茂
ジャストザホマレ 井樋一 ドリームバンドーム 黒木豊 エムザックベール 加藤義 カレンワールド 菅原欣
ウインドシャルム 野田幸 フジノシャイン 吉井敏 リードキングダム 黒木豊 ミスターエイジュン 菅原欣
ロンドンストライプ 中川雅 デルマベリル 川添明 ファイナルネイア 加藤義 ストールシャイン 松野勝
トーセンストレート 川添明 サンドクルーズ 黒木豊 フカイ 金田一 ヴァランタイン 金田一
ポワソニエール 中川雅 ヴァリアントナイト 加藤和 トラハト 金田一 ロッキールパン 金田一
カルチャーバリュー 井樋一 ウインドウイスパー 野田幸 ノブリーデイ 加藤和 リヴァーサル 髙橋俊
ルシコンダビーチ 井樋一  トーセンイヴ 髙橋俊 リーヴァプリモ 宗綱泰

 
 
  

   
  

Ｃ２－② 1500m Ｃ２－⑦ 1400m ３Ａ－② 1500m ３Ｂ－② 1400m
3日目　6Ｒ 11頭 3日目　1Ｒ 10頭 2日目　5Ｒ 11頭 1日目　3Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
クレメンデレヤ 菅原欣 アナラビ 田嶋幸 フレアリングラブ 中川雅 ジュニアフェザー 鈴木正
ポートメイリオン 菅原欣 サンライズエポック 川添明 キラメキビジョン 加藤和 リュニックフルール 金田一
アキラメナイ 金田一 カトリーヌアエラス 高橋道 ラヴィテスミラノ 金田一 マーガリン 川添明
ベルザロイヤル 金田一 キングオブキャロル 奥高平 ドリームズサークル 佐藤茂 ゴールドタイタン 川添明
レッドデイム 室井眞 レッドラルーチェ 加藤義 エイシンミチバシリ 佐藤茂 ハクサンクウ 加藤義
パペルピカド 加藤義 ハヤト 金田一 ウインレゴリス 中川雅 サッキーアイリス 加藤義
プリティエレガンス 室井眞 ホークケプカ 奥高平 ホットスポット 金田一 ディスコード 金田一
キタブランコ 金田一 ドウディ 菅原欣 エイシンヒスイ 井樋一 ケンブリッジヤマト 金田一
ミライヘノノゾミ 加藤和 マイティテソーロ 菅原欣 ケンタッキークリア 宗綱泰 ナムラマカルー 髙橋俊
マイネルグッドデイ 菅原欣 サナップスコット 吉井敏 マイストック 宗綱泰 ナムラロクロー 髙橋俊
ユキノジャパン 井樋一 フクロウネクスト 金田一

  
ア ル メ リ ア 賞  令和３年オープニング賞
Ｃ２－③以下牝馬 1400m ３Ａ－③ 1500m ３Ｂ－③ 1400m
3日目　5Ｒ 10頭 2日目　2Ｒ 10頭 1日目　1Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
ノアキャッスル 鋤田誠 ナムラワンチーム 佐藤茂 インスパイア 髙橋俊
ピエールサンデー 吉井一 ピエールジャガー 鋤田誠 エイシンヒーロー 川添明
エイダイサンライズ 佐藤茂 バジガクマイヒメ 加藤義 ピロコレーヌ 菅原欣
クロスラミナ 黒木豊 イワズ 井樋一 フェスティヴパイカ 金田一
イコロチャン 中川雅 サンジョルディ 高橋道 シビルクイーン 宗綱泰
ウインドワルツ 野田幸 リンクスエルピス 菅原欣 ドリップワン 中川雅
ハクサンハート 加藤義 シビルボーイ 菅原欣 アヴニールファミユ 中川雅
パープルブルーメン 鈴木正 ラッシュフェイス 金田一 ベストシーズン 金田一
ディアルレイル 鋤田誠 アサマヤマブシ 黒木豊 サンライズテソロ 加藤和
サツキワンチーム 井樋一 カネトシエステラ 中川雅 サンアミー 吉井敏
  
  
  
  

 
 
Ｃ２－④ 1400m
3日目　4Ｒ 10頭

調教師
ウインドエルドール 野田幸
レイクプラン 加藤義
アッシュ 奥高平
ブラヴューラ 田嶋幸
ディープウォーリア 高橋優
カズノコクリュウ 鈴木正
グランバル 髙橋俊
ダイヤキングダム 川添明
ナムラナーダム 奥高平
ビナゼウス 加藤和
  
  
  
  

 
 
Ｃ２－⑤ 1500m
3日目　3Ｒ 11頭

調教師
ヴァイスジーニー 加藤和
サムライロード 吉井一
テラフォーマー 吉井一
トゥーゲント 髙橋俊
ガンバリマッセ 菅原欣
ヒロノホマレボシ 佐藤茂
ジャストザキラキラ 宗綱泰
スマッシュパワー 松野勝
コスモアリーナ 井樋一
リモテソーロ 金田一
ロンプフェイス 金田一
  
  

　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 。
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☆　注   意   事   項　☆


