
４１２頭 №１

重 賞 Ｈ Ａ Ｂ 杯
第３１回金沢スプリングカップ 楽天競馬でおトクにポイント貯まる賞 ☆佐藤あかね☆銀座バトラー記念☆
４歳以上 1900m Ｂ１－③ 1400m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－④ 1500m
3日目　11Ｒ 12頭 1日目　9Ｒ 10頭 4日目　9Ｒ 9頭 1日目　7Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
優 ビーハグ 吉井敏 ハクサンベル 加藤義 ステイリッチ 川添明 トップロマン 高橋道
希 サノサマー 加藤和 ウラカワノオト 加藤義 ケンブリッジジッタ 金田一 ハクサンキャノン 加藤義
希 フジヤマブシ 黒木豊 ベルティーナ 中川雅 サクラルコール 金田一 トレボウソレイユ 吉井敏
希 ファストフラッシュ 鈴木正 ブルベアジネンジョ 髙橋俊 レッドオリアナ 加藤和 ホッコールナアーラ 井樋一
希 トウショウデュエル 佐藤茂 ハクサンモジャ 加藤義 ダンゼンユウリ 佐藤茂 ガニアン 鋤田誠
希 イリュージョニスト 髙橋俊 フラウティスタ 髙橋俊 イーゼル 黒木豊 オリエンタルローズ 金田一
希 トップロイヤル 高橋道 サステイナビリティ 髙橋俊 ディライラ 佐藤茂 カジノノーブル 黒木豊
希 タンクティーエー 髙橋俊 ランバート 髙橋俊 ハーモニーソード 佐藤茂 オーミハルカゼ 鈴木正
希 エイシンレーザー 佐藤茂 カネコメヒカル 佐藤茂 ダレモカレモ 高橋優 ルクナバード 宗綱泰
希 バンズーム 川添明 サツキジャスミン 佐藤茂  ヒマワリ 高橋優

ハクサンアマゾネス 加藤義     
ロンギングルック 金田一       
        
優 ： 優先出走馬（トライアル競走１着馬）       
希 ： 希望投票馬

   
増田君祝結婚！スプリング記念 ☆園城英雄☆銀座会館アルゴ記念!!

【 距 離 選 択 】  Ｂ１－④ 1500m Ｂ２－⑥ 1400m Ｃ１－⑤ 1500m
加 賀 温 泉 郷 1日目　8Ｒ 9頭 4日目　8Ｒ 9頭 1日目　6Ｒ 9頭
特 別 調教師 調教師 調教師
Ａ１－② 1700m ケンブリッジバッハ 金田一 ケイサンパルプンテ 金田一 ミリノカイザー 吉井一
4日目　10Ｒ 11頭 カトリーヌエミュー 高橋道 ダブルマーク 鈴木正 ヴレ 黒木豊

調教師 オーミシンゲン 中川雅 サツキワンチーム 井樋一 クリアセーリング 黒木豊
希 エターナルヒーロー 中川雅 ドロダンゴ 髙橋俊 カトリーヌスリジエ 高橋道 マカレナダンス 川添明

ジョイフル 金田一 ニーマルブラック 井樋一 サパムーカンチャイ 金田一 ポワソニエール 中川雅
ティモシーブルー 金田一 ノボノンノン 佐藤茂 ヴァッフシュテルケ 中川雅 クリノピンクダイヤ 川添明
タラニス 中川雅 ディセントファミリ 加藤和 オフコース 黒木豊 カナライズ 黒木豊
ファクタークニアキ 加藤和 サマーソルト 吉井敏 リードザウイニング 黒木豊 カズポルトチェルボ 加藤和
ネクサスエッジ 中川雅 トロンビーノ 加藤義 ノボパニコ 金田一 レイクプラン 加藤義
チャーハン 加藤義     
サウスブルーグラス 中川雅       
エイシンホープ 佐藤茂       
シュネルン 髙橋俊       
アポロニケ 髙橋俊       

希 ： 希望投票馬 の と キ リ シ マツ ツジ   
特 別  ☆阿部清和☆結婚２ヵ月記念☆
Ｂ２－① 1500m Ｂ２－⑦ 1400m Ｃ１－⑥ 1400m

【 距 離 選 択 】 3日目　10Ｒ 10頭 4日目　6Ｒ 9頭 1日目　5Ｒ 9頭
楽天競馬杯ポイントざくざく 調教師 調教師 調教師
特 別 リトルウィッチ 加藤和 セリアノーブル 鋤田誠 デルマヴォージュ 川添明
Ａ２－① 1700m カトリーヌレーヴ 高橋道 ハイコロラトゥーラ 佐藤茂 キセキガクル 高橋優
2日目　10Ｒ 10頭 ライブスター 中川雅 デルマサンブッカ 川添明 スパイホップ 井樋一

調教師 サンデープリンセス 加藤義 ヴェロニク 加藤義 ケンブリッジベスト 金田一
希 エムザックヒーロー 加藤義 レルシュタープ 黒木豊 ピンクスパイダー 川添明 クレイジームーン 井樋一
希 ラントカルテ 加藤義 カトリーヌボヌール 高橋道 ケンデスティニー 金田一 メイショウノボサン 加藤和

ジャストインタイム 髙橋俊 セイカアーナンダイ 加藤和 アポロナッシュビル 鋤田誠 ミライヘノノゾミ 加藤和
マイネルクライマー 加藤和 グリーンエンプレス 松野勝 リチェルカータ 金田一 カズノコクリュウ 鈴木正
ストロングフーヴス 金田一 アイムワン 加藤義 トーセンコパン 加藤和 コウユーカゲムシャ 髙橋俊
フェリシアルチア 金田一 フォースキャリア 佐藤茂     
フリオーソロマン 菅原欣       
サンペンドルトン 鋤田誠       
キングワールド 金田一       
アルバリ 菅原欣       

希 ： 希望投票馬  シ バ ザ ク ラ  
楽天でポッイントもらっちゃおう賞 特 別  
Ｂ２－② 1500m Ｃ１－① 1500m Ｃ１－⑦ 1500m

【 距 離 選 択 】 3日目　9Ｒ 9頭 2日目　8Ｒ 10頭 1日目　4Ｒ 9頭
れ ん げ 草 調教師 調教師 調教師
特 別 マッケンユウ 髙橋俊 パシスタ 髙橋俊 ベルディークィーン 加藤和
Ａ２－② 1400m ケージーキンカメ 鈴木正 サイモンジルバ 中川雅 ビナゼウス 加藤和
1日目　10Ｒ 10頭 ウェルビーイング 鋤田誠 スタインウェイ 野田幸 ヒロノモンスター 井樋一

調教師 ロゼオランジュ 加藤義 サンドプラチナ 金田一 パープルブルーメン 鈴木正
希 ジュエアトゥー 松野勝 シエテアレグリア 中川雅 ルリユール 黒木豊 ユメヲノセテ 菅原欣
希 ネオアマゾネス 菅原欣 スペシャルトリップ 黒木豊 ジョーカーマーチ 佐藤茂 デルマシルバー 金田一
希 ナムラシンウチ 佐藤茂 エールジョリー 室井眞 ハーモニーロータス 髙橋俊 ハクサンアレグリア 加藤義

スマートフェイス 鈴木正 マヤノハイヌーン 田嶋幸 プレジデントチェリ 加藤義 ハローグッバイ 奥高平
サンリットデュー 黒木豊 ルンルンヘレンド 鋤田誠 ラララライ 川添明 ウインアマルフィ 加藤義
サクラエンパイア 中川雅  ナリタノヘア 高橋道   
アンシンカブル 佐藤茂     
キタノアティクス 佐藤茂      
マヤノガルネリ 田嶋幸     
デルマシャンティ 金田一      

希 ： 希望投票馬 す い れ ん
第10回　娯楽のグランゼーラ杯  特 別
Ｂ２－③ 1500m Ｃ１－② 1500m Ｃ２－① 1500m
3日目　7Ｒ 9頭 2日目　5Ｒ 9頭 4日目　7Ｒ 10頭

御 陣 乗 太 鼓 調教師 調教師 調教師
特 別 ハグクミ 佐藤茂 ストナビダンサー 鈴木正 グラムデイジー 鈴木正
Ｂ１－① 1500m アーバン 菅原欣 ドリームバンドーム 黒木豊 ヒャダルコ 加藤和
2日目　11Ｒ 10頭 マティス 黒木豊 カヴァリエール 金田一 デルマヘリオドール 鋤田誠

調教師 アリュモモフェイス 金田一 ボーダーライン 加藤和 マヤノハルモニア 田嶋幸
クールシャイン 鈴木正 エムティキラリ 佐藤茂 サクラアルテミス 加藤義 ブラッククリスマス 佐藤茂
ウインリコルド 髙橋俊 シオジレア 鋤田誠 ドウディ 菅原欣 グランバル 髙橋俊
マンジュシャカ 髙橋俊 ビックハート 高橋道 ダヴィンチノチョウ 金田一 ハクサンフラワー 加藤義
マルハチアポロン 佐藤茂 ノースヒビキ 髙橋俊 ハクサングロウ 加藤義 ヴァイスジーニー 加藤和
ハクサンペリー 加藤義 ルールゴールド 高橋道 オンマイオウン 川添明 バリオラージュ 松野勝
プライモーディアル 髙橋俊   ギンチャン 黒木豊
グランジャー 黒木豊     
アンタルクティクス 髙橋俊     
カズマッケンリー 奥高平      
オーミサルーテ 鈴木正       

   
 楽天競馬でラクラク投票賞  
Ｂ１－② 1500m Ｂ２－④ 1500m Ｃ１－③ 1500m Ｃ２－② 1500m
2日目　6Ｒ 10頭 4日目　11Ｒ 10頭 2日目　3Ｒ 9頭 4日目　5Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ショウケンスター 加藤義 ベストユエンモン 佐藤茂 スカイステージ 黒木豊 クィーンライナー 鋤田誠
トレミエール 髙橋俊 エイダイインパクト 佐藤茂 ドリームハット 宗綱泰 マイネルリボーン 髙橋俊
サンライズルーク 菅原欣 ハクサンルドルフ 加藤義 デルマタッシャデナ 金田一 ナイトスターリリー 高橋優
メジャーシップ 佐藤茂 ペイシャアリ 宗綱泰 キャメポート 加藤義 サノノドラゴン 室井眞
タイセイアピール 宗綱泰 タグヤ 中川雅 ジョージフォンテン 奥高平 コスモフェリーク 吉井敏
フリューリング 菅原欣 コウエイスパークル 加藤和 ゴールドリアリティ 金田一 サナップスコット 吉井敏
ドリームリッチ 金田一 ビシュラ 鈴木正 ハクサンフルリール 加藤義 デルマラピス 金田一
ブレイブブロッサム 中川雅 ハクサンボタン 加藤義 ハーピーマスカット 加藤和 シップーコウライ 鈴木正
シニョーラ 松野勝 ゴーゴーヘレンド 中川雅 ミータカラノテガミ 鋤田誠 ボーナファイディ 黒木豊
ロジシップ 野田幸 ポートメイリオン 菅原欣

令和３年度 石川県営第２回【 通算第２回 】金沢競馬　出走馬一覧表



４１２頭 №２

 Ｊ Ｒ Ａ 交 流
 初めての金沢で迎える妙子のお誕生日記念 能 登 禄 剛 崎 賞
Ｃ２－③ 1400m Ｃ２－⑨ 1500m ３歳　中央３歳未勝利 1500m ３Ｂ－② 1500m
4日目　3Ｒ 9頭 3日目　5Ｒ 9頭 2日目　9Ｒ 14頭 2日目　4Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ダイユウブレイデン 高橋優 キタブランコ 金田一 J クムリポ 西園正 エイシンヒーロー 川添明
ベアーズレター 菅原欣 ユキノジャパン 井樋一 J エグゼクティブリリ 小崎憲 リュニックフルール 川添明
タイセイマリーン 加藤和 アラビアンルビー 宗綱泰 J ピンクポット 森田直 ヤマカツエール 黒木豊
メイジン 金田一 ヤマカツレオン 高橋優 J カシノバリサイト 谷潔 ハクサンクウ 加藤義
プリティエレガンス 室井眞 ウインドワルツ 野田幸 J フィールドクラウン 飯田雄 ハクサンエガオ 加藤義
レイズアチアー 加藤和 ヒロノホマレボシ 佐藤茂 J ミキノバスドラム 大橋勇 コウユーアオイソラ 髙橋俊
オースミジョージ 井樋一 アッシュ 奥高平 Ｊ補 カゼノスバル 中野栄 サッキーアイリス 加藤義
メイショウガロンヌ 加藤和 デルマベリル 川添明 Ｊ補 デルマヤシャ 森田直 ヨンシキハヤテ 髙橋俊
ジムマシーン 加藤和 サンドクルーズ 黒木豊 ヤクモ 加藤和 サンアミー 吉井敏
  トラハト 金田一
   ドリップワン 中川雅
   ノブリーデイ 加藤和
   サンジョルディ 高橋道
    エイシンミチバシリ 佐藤茂

  希望投票馬なし
  Ｊ：中央所属馬
Ｃ２－④ 1500m Ｃ２－⑩ 1400m Ｊ補：中央補欠馬 ３Ｂ－③ 1400m
4日目　4Ｒ 9頭 3日目　4Ｒ 9頭 2日目　2Ｒ 9頭

調教師 調教師 中央所属馬は６頭以内 調教師
スカーレットリボン 中川雅 フジノシャイン 吉井敏 確定格付は４月１６日午後発表予定 ノーブルフォレスト 金田一
ヤマカツライデン 高橋優 サムライロード 吉井一 マイネルサンライト 菅原欣
サルース 加藤義 ディープウォーリア 高橋優 カナザワクリステル 菅原欣
ハクサンルピナス 加藤義 ジャストザキラキラ 宗綱泰 シビルクイーン 宗綱泰
バーディーチャンス 加藤義 ダイヤキングダム 川添明 クランツリート 鈴木正
ヴァンタンジェンヌ 田嶋幸 レッドラルーチェ 加藤義 ３Ａ－② 1500m マーガリン 川添明
コハルポケット 宗綱泰 スマッシュパワー 松野勝 1日目　3Ｒ 10頭 ゴールドタイタン 川添明
ルーアリンド 加藤義 ディアルレイル 鋤田誠 調教師 ウインレヴェランス 加藤和
ベルザロイヤル 金田一 エリーザベト 室井眞 アリスパレス 中川雅 バードハズフロウン 金田一
  エイシンミラクル 中川雅  
   ベストシーズン 金田一  
   マイネルヤングマン 髙橋俊   
    ドリームズサークル 佐藤茂   
    リヴァーサル 髙橋俊   

ケンタッキークリア 宗綱泰
 ジンジャーミント 黒木豊  
  ベルウッドアリイ 加藤義
Ｃ２－⑤ 1400m Ｃ２－⑪ 1400m ラヴィテスミラノ 金田一 ３Ｂ－④ 1400m
4日目　2Ｒ 9頭 3日目　3Ｒ 9頭  2日目　1Ｒ 9頭

調教師 調教師   調教師
ダニューブ 加藤和 テラフォーマー 吉井一   トレンブラン 中川雅
デルマフユゲシキ 金田一 リコーヴィニャーレ 加藤和   ケイツーマナト 菅原欣
ヴォロンティエ 佐藤茂 ガンバリマッセ 菅原欣 アイスムーン 髙橋俊
アンネローゼ 川添明 ハヤト 金田一  フェスティヴパイカ 金田一
ムーンファースト 井樋一 プレシャスパール 菅原欣 祝！天秤ひなみ初カバーアルバム発表記念 ウンジョウノメガミ 川添明
イコロチャン 中川雅 リマインドミー 室井眞 ３Ａ－③ 1500m スペランツァチャム 菅原欣
ドルフィンマーク 中川雅 キングオブキャロル 奥高平 1日目　2Ｒ 9頭 コウユーオトコマエ 髙橋俊
ラッキータカチャン 加藤和 カトリーヌアエラス 高橋道 調教師 アウスドルック 川添明
サノノヴィグラス 加藤和 コスモアリーナ 井樋一 アサマヤマブシ 黒木豊 トカチレッド 中川雅
    メイショウコエダ 加藤和
    エイシンヒスイ 井樋一
    ケンブリッジヤマト 金田一
    ホットスポット 金田一
    マイストック 宗綱泰

ノブ 加藤和
  シーレカズマ 加藤義
  ラッシュフェイス 金田一
Ｃ２－⑥ 1400m Ｃ２－⑫ 1400m  
4日目　1Ｒ 9頭 3日目　2Ｒ 9頭  

調教師 調教師   
デューズワイルズ 井樋一 ウインライヴリー 加藤和   
ヴィエントアスール 加藤和 スウィートイレブン 田嶋幸   
パーフェクトクイン 井樋一 ヤマカツリーダー 黒木豊
タイムカプセル 加藤和 ウインドウイスパー 野田幸  
カルチャーバリュー 井樋一 ホークケプカ 奥高平  
ウインドシャルム 野田幸 アナラビ 田嶋幸 ３Ａ－④ 1400m
ユーロジャイズ 黒木豊 アンザンタカヒロ 吉井一 1日目　1Ｒ 9頭
シオンコタン 松野勝 マイティテソーロ 菅原欣 調教師
ファインラン 中川雅 サクラトップホーム 佐藤茂 フクロウネクスト 金田一
    カンノンゴールド 金田一
    ピエールジャガー 鋤田誠
    エイシンキンバリー 中川雅
    バジガクマイヒメ 加藤義
    ナムラマカルー 髙橋俊

  アルマヴァーゴ 鋤田誠
 ピースゼール 加藤義
か き つ ば た 賞 二 走 表 示 競 走 モダンローズ 菅原欣
Ｃ２－⑦以下牝馬 1500m Ｃ１二走－① 1400m   
3日目　8Ｒ 9頭 3日目　1Ｒ 12頭以内   

調教師   
レッドデイム 室井眞     
カンノンリリー 井樋一 　Ｃ１級編成馬のうち、   
ティアップレディー 金田一 後半も出走を希望する馬で、
ロンプフェイス 金田一 金沢競馬番組、 さ つ き
オレンジエンリ 川添明 「二走表示競走編成等実施要領」に 特 別
パペルピカド 加藤義 基づき編成する。 ３Ｂ－① 1500m
クロスラミナ 黒木豊 2日目　7Ｒ 10頭
トゥーゲント 髙橋俊 　確定格付は４月２１日に発表予定。 調教師
ルシコンダビーチ 井樋一   シビルボーイ 菅原欣
    ロッキールパン 井樋一
    インスパイア 髙橋俊
    ディスコード 金田一
    クマノコドウ 金田一
    リーヴァプリモ 宗綱泰

ストールシャイン 松野勝
重 賞 第 ２ ９ 回 ルリフラワー 田嶋幸

キモオタ☆シスターズ２周年記念杯 北 日 本 新 聞 杯 ローリングソバット 髙橋俊
Ｃ２－⑧ 1500m ３歳 1700m ヴァランタイン 金田一
3日目　6Ｒ 9頭 1日目　11Ｒ 12頭

調教師 調教師
マイネルグッドデイ 菅原欣 希 フューリアス 髙橋俊
マートレット 井樋一 希 リードキングダム 黒木豊
リモテソーロ 金田一 希 フレアリングラブ 中川雅
ブラヴューラ 田嶋幸 希 キラメキビジョン 加藤和
ジャストザホマレ 井樋一 希 ファイナルネイア 加藤義
ウインドエルドール 野田幸 サブノタマヒメ 金田一
ナムラナーダム 奥高平 アイバンホー 金田一
トリッキーカフェ 菅原欣 マナバレンシア 金田一
ピエールサンデー 吉井一 エムザックベール 加藤義

トーセンイヴ 髙橋俊
フカイ 金田一
サンライズテソロ 加藤和

　　出 走 日 が 同 一 で 、 同 一 階 級 内
希 ： 希望投票馬

　　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３年度 石川県営第２回【 通算第２回 】金沢競馬　出走馬一覧表

☆　注   意   事   項　☆


