
４８９頭 №１

北 國 新 聞 社 杯
重賞　第１７回イヌワシ賞 北 前 船 賞
（白山大賞典Ｔ Ｒ） 楽天競馬でネット投票賞  （ 特 別 編 成 ）
３歳以上 Ｂ１－② 1500m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ２－特選 1500m
地方全国交流 2000m 1日目　8Ｒ 11頭 3日目　10Ｒ 11頭 4日目　10Ｒ 11頭
4日目　11Ｒ 12頭以内 調教師 調教師 調教師

調教師 センノベステス 中川雅 シップーコウライ 鈴木正 エイシンギフト 佐藤茂
名 コーカス 安部幸 アンタルクティクス 髙橋俊 ハクサンフラワー 加藤義 ジェイケイヒロイン 高橋優
大 スギノグローアップ 福永敏 アンシンカブル 佐藤茂 ランバート 髙橋俊 ムーンライトアリア 鈴木正
川 アイアムレジェンド 内田勝 トネール 佐藤茂 ナリタノヘア 高橋道 シオンコタン 松野勝
川 フワトロ 林隆之 プライモーディアル 髙橋俊 マカレナダンス 川添明 バリオラージュ 松野勝
大 アンダーザスター 中道啓 ノボノンノン 佐藤茂 ディープウォーリア 高橋優 スカーレットリボン 高橋道
川 ヒキュウ 林隆之 メイジン 金田一 ポワソニエール 中川雅 ダイユウブレイデン 高橋優
希 ピアノマン 中川雅 ダレモカレモ 高橋優 ベルゼブブ 金田一 フェールドゥー 菅原欣

ロンギングルック 金田一 ハクサンモジャ 加藤義 コスモフェリーク 吉井敏 アンザンタカヒロ 吉井一
ティモシーブルー 金田一 トレミエール 髙橋俊 ゴチソウサン 加藤和 マヤノハルモニア 田嶋幸
トウショウデュエル 佐藤茂 ウラカワノオト 加藤義 ヴァッフシュテルケ 中川雅 ユメヲノセテ 菅原欣
ニシオボヌール 金田一    
ディーエスプルーフ 金田一     
      
※交流馬の賞金は総収得賞金
   五十川堂十一周年記念杯
○補欠馬（繰り上がり順） 第５回木本鴻ダイエット成功記念 （ 特 別 編 成 ）

2頭 Ｂ１－③ 1500m Ｂ２－⑥ 1400m Ｃ２－② 1500m
1日目　6Ｒ 11頭 3日目　9Ｒ 11頭 4日目　7Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
大① サマルカンドブルー 中道啓 カズポルトチェルボ 加藤和 エイダイインパクト 佐藤茂 ラウダーテ 松野勝
川② エンパイアミライ 武井和 ハクサンペリー 加藤義 アリュモモフェイス 金田一 ミリノカイザー 吉井一

プレゼンス 加藤和 セイカアーナンダイ 加藤和 ノボパニコ 金田一
大 ： 大井、川 ： 川崎、名： 名古屋 ケンブリッジバッハ 金田一 ドリームバンドーム 黒木豊 ヴェロニク 加藤義
補①～② ： 補欠馬（繰り上がり順） カズマッケンリー 髙橋俊 ストナビダンサー 鈴木正 トゥーゲント 髙橋俊
交流馬の賞金は収得賞金順 フェイスタロー 金田一 ダニューブ 加藤和 タグヤ 中川雅

ケイサンパルプンテ 金田一 マティス 黒木豊 メイショウガロンヌ 加藤和
希 ： 希望投票馬 ルールゴールド 高橋道 インテレット 黒木豊 ベアーズレター 菅原欣

ビックハート 高橋道 ボンジョルノ 加藤義 スナンビン 加藤義
　出走予定馬が辞退した場合は、補欠順位上位 ダンゼンユウリ 佐藤茂 ウインアマルフィ 加藤義 ボーダーライン 加藤和
の馬より繰り上げる。 カズノコクリュウ 鈴木正 ハローグッバイ 鋤田誠 ムーンファースト 井樋一
　交流馬の確定は８月１７日午後５時頃の予定。     

      
      

【 距 離 選 択 】
石 動 山 紫 苑 楽天競馬で楽しくおトクに！
特 別 特 別 特 別 （ 特 別 編 成 ）
Ａ１－② 1700m Ｂ２－① 1500m Ｃ１－① 1500m Ｃ２－③ 1400m
3日目　11Ｒ 12頭 4日目　12Ｒ 11頭 2日目　12Ｒ 11頭 4日目　5Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
希 アルバリ 菅原欣 ディランフィールド 菅原欣 プレジデントチェリ 加藤義 ラララライ 川添明

モズオトコマエ 中川雅 ゴーゴーヘレンド 中川雅 ケンデスティニー 金田一 ピンクスパイダー 川添明
フォリオール 加藤義 サンデープリンセス 加藤義 イーゼル 黒木豊 ジョーカーマーチ 佐藤茂
フルゴリラ 髙橋俊 サステイナビリティ 髙橋俊 グリーンエンプレス 松野勝 トレボウソレイユ 吉井敏
バンズーム 川添明 アフターミー 松野勝 フォースキャリア 佐藤茂 ペイシャアリ 宗綱泰
ニーマルサンデー 金田一 キタノオトメ 中川雅 トーセンコパン 加藤和 プリティエレガンス 室井眞
イリュージョニスト 髙橋俊 エムティキラリ 佐藤茂 レイクプラン 加藤義 ハクサングロウ 加藤義
ファクタークニアキ 加藤和 シオジレア 鋤田誠 スウィートイレブン 田嶋幸 モアナスター 鈴木正
メジャーシップ 佐藤茂 カトリーヌレーヴ 高橋道 ダヴィンチノチョウ 金田一 ノースヒビキ 髙橋俊
ネクサスエッジ 中川雅 ヒマワリオジョウ 鋤田誠 ルクナバード 宗綱泰 ジョージフォンテン 野田幸
ストロングフーヴス 金田一 ナタンドラ 佐藤茂 カジノノーブル 黒木豊 オンマイオウン 川添明
キングワールド 金田一       
        
希 ： 希望投票馬       

 
【 距 離 選 択 】 楽天競馬で金沢けいばを楽しみま賞 朝ノ姉妹４回目の２０歳の誕生日記念  
姥 ヶ 滝 Ｂ２－② 1500m Ｃ１－② 1500m Ｃ２－④ 1400m
特 別 4日目　9Ｒ 11頭 2日目　10Ｒ 11頭 3日目　8Ｒ 11頭
Ａ２－① 1500m 調教師 調教師 調教師
2日目　11Ｒ 12頭 リチェルカータ 金田一 ガニアン 鋤田誠 ハクサンフルリール 加藤義

調教師 ビシュラ 鈴木正 トゥモロープラン 川添明 ボーナファイディ 黒木豊
希 ハクサンベル 加藤義 ルタンデュボヌール 川添明 キセキガクル 高橋優 リュウノサーヤ 加藤義
希 ソフトポジション 菅原欣 ポートメイリオン 菅原欣 ミハルプリンセス 菅原欣 ハクサンルピナス 加藤義
希 サウスブルーグラス 中川雅 トロンビーノ 加藤義 ミータカラノテガミ 鋤田誠 ホッコールナアーラ 井樋一
希 シュネルン 髙橋俊 ロゼオランジュ 加藤義 ハナイロコマチ 中川雅 オーミハルカゼ 菅原欣
希 フリオーソロマン 菅原欣 ギンチャン 黒木豊 ディライラ 佐藤茂 ヒマワリ 高橋優

ディセントファミリ 加藤和 エドノテムペスタ 中川雅 パープルブルーメン 鈴木正 スターシード 金田一
クールシャイン 鈴木正 タイセイアピール 宗綱泰 トリプルプレイ 加藤義 ブラッククリスマス 佐藤茂
マイネルクライマー 加藤和 スペロラルーチェ 髙橋俊 ドウディ 菅原欣 ブラヴューラ 田嶋幸
ビーハグ 吉井敏 マッケンユウ 髙橋俊 ケンブリッジジッタ 金田一 ヴァンタンジェンヌ 田嶋幸
マインシャッツ 金田一     
チャーハン 加藤義       
デルマキミノナハ 金田一       

希 ： 希望投票馬   
兵庫県競馬の雄タガノゴールドメモリアル 舞ティー祝みそじ！ここからが人生本番記念  
Ｂ２－③ 1400m Ｃ１－③ 1400m Ｃ２－⑤ 1500m

【 距 離 選 択 】 4日目　8Ｒ 11頭 2日目　7Ｒ 11頭 3日目　7Ｒ 11頭
小 松 安 宅 の 関 調教師 調教師 調教師
特 別 サマーソルト 吉井敏 ペプチドシンデレラ 松野勝 ヴォロンティエ 佐藤茂
Ａ２－② 1700m ウェルビーイング 鋤田誠 バーフバリ 佐藤茂 パシスタ 髙橋俊
1日目　10Ｒ 12頭 サイモンジルバ 中川雅 トキノミライ 加藤和 ロンプフェイス 金田一

調教師 コウエイスパークル 加藤和 ベルディークィーン 加藤和 タイセイマリーン 加藤和
希 エターナルヒーロー 中川雅 カトリーヌボヌール 高橋道 クリアセーリング 黒木豊 エイシンバビロン 髙橋俊
希 マヤノガルネリ 田嶋幸 ベルジルウェット 高橋優 ミライヘノノゾミ 加藤和 オリエンタルローズ 金田一

サツキジャスミン 佐藤茂 ラフカディオ 加藤和 オフコース 黒木豊 コハルポケット 宗綱泰
ジャストインタイム 髙橋俊 ナイトスターリリー 高橋優 ハグクミ 佐藤茂 ティアップレディー 金田一
デルタ 加藤義 ウインヴェルメリオ 高橋優 ダイユウブライアン 高橋優 グロワールポン 佐藤茂
エイシンホープ 佐藤茂 マイネルリボーン 髙橋俊 ホウオウレガシー 井樋一 ラッキータカチャン 加藤和
アーチキング 吉井敏 ハーモニーロータス 髙橋俊 ハクサンボタン 加藤義 セイリスペクト 金田一
エムザックヒーロー 加藤義      
ゴッドミラクル 中川雅       
ジュエアトゥー 宗綱泰       
アリオンダンス 黒木豊
サンペンドルトン 鋤田誠  
  スマホでラクラク楽天競馬！賞
希 ： 希望投票馬  Ｂ２－④ 1500m Ｃ２－⑥ 1500m

3日目　12Ｒ 11頭 3日目　6Ｒ 11頭
調教師 調教師

琴 ヶ 浜 リトルウィッチ 加藤和 クィーンライナー 鋤田誠
特 別 ブルベアジネンジョ 髙橋俊 タイセイブルース 川添明
Ｂ１－① 1500m ダブルマーク 鈴木正 カンノンリリー 井樋一
1日目　9Ｒ 11頭 マイネルアルモニコ 野田幸 コウユーカゲムシャ 髙橋俊

調教師 メイショウミツボシ 菅原欣 ネイバーアイランド 鋤田誠
スリリングドリーム 髙橋俊 エールジョリー 室井眞 クレイジームーン 井樋一
ミスマチルダ 中川雅 カトリーヌスリジエ 高橋道 イコロチャン 中川雅
ケージーキンカメ 鈴木正 ロジシップ 野田幸 ウインドシャルム 野田幸
ハクサンルドルフ 加藤義 セリアノーブル 鋤田誠 パーフェクトクイン 井樋一
アイムワン 加藤義 ピンクダイキリ 室井眞 ルーアリンド 加藤義
ソールライト 川添明 ヤマカツリーダー 黒木豊 ファーマプリン 川添明
サンリットデュー 黒木豊
カナライズ 黒木豊
エイトマイル 井樋一
オイデヤスダイジン 佐藤茂
グランジャー 黒木豊

令和３年度 石川県営第９回【 通算第１１回 】金沢競馬　出走馬一覧表

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



４８９頭 №２

Ｊ Ｒ Ａ 交 流
能 登 巌 門 賞

Ｃ２－⑦ 1400m ３歳　中央３歳未勝利 1500m ３Ａ－⑦ 1400m ３Ｂ－⑥ 1400m
3日目　5Ｒ 10頭 2日目　9Ｒ 14頭 1日目　1Ｒ 11頭 2日目　2Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
エイシンアレグロ 井樋一 J フレーゲル 鈴木慎 ホットスポット 井樋一 ハクサンマズル 加藤義
ルシコンダビーチ 井樋一 J ウンエンリヒカイ 西園正 スマートディアナ 金田一 ミラキュラスサイン 松野勝
ヒロノホマレボシ 佐藤茂 J アレッサンドロ 高柳瑞 ライムワード 黒木豊 ウォーバディ 佐藤茂
グラムデイジー 鈴木正 J クリノプリンシス 橋田満 エイシンミステリー 中川雅 ブラウンキュバン 宗綱泰
ハクサンハート 加藤義 J リアルイマージン 本田優 バンブルビート 加藤和 レジャンドローズ 菅原欣
バーディーチャンス 加藤義 J リベラルアーツ 齋藤崇 ストールシャイン 松野勝 デルマセンジュ 川添明
ハクサンアレグリア 加藤義 J補 ギレルモ 畑端省 ノーブルフォレスト 金田一 アッシュゲイル 佐藤茂
メイショウノボサン 加藤和 J補 メイショウミカワ 南井克 コウユーオトコマエ 髙橋俊 ケイティローズ 高橋優
セヴンレイヴンズ 川添明 ルブタン 髙橋俊 ヤマカツエール 黒木豊 ハニーミルク 宗綱泰
ピエールサンデー 吉井一 エムティーロゼッタ 佐藤茂 シンクロニシティ 室井眞 サクラレアリゼ 髙橋俊

リュウノアマゾネス 加藤義 グローリアスヴェガ 佐藤茂
オーミテンペスト 中川雅
ドルフィンクエスト 金田一

Ｃ２－⑧ 1400m タッチペガサス 菅原欣 ３Ｂ－⑦ 1400m
3日目　3Ｒ 10頭 2日目　1Ｒ 10頭

調教師 希望投票馬なし 太 田 の 大 ト チ ノ キ 調教師
ベストトウマ 川添明 Ｊ：中央所属馬 特 別 シンボリフラッシュ 佐藤茂
ウインドワルツ 野田幸 Ｊ補：中央補欠馬 ３Ｂ－① 1400m バトルフロント 宗綱泰
ヴィエントアスール 加藤和 2日目　8Ｒ 11頭 エイシンティアラ 中川雅
キタブランコ 金田一 中央所属馬は６頭以内 調教師 トライアンドゴール 井樋一
ジャストザキラキラ 宗綱泰 確定格付は８月１３日午後発表予定 アカヒゲ 髙橋俊 イソエイヒカリ 金田一
ナムラナーダム 髙橋俊 シドニートウショウ 佐藤茂 デルマコウモク 金田一
レイズアチアー 加藤和 ハクサンキュート 加藤義 アジリティ 菅原欣
ウインライヴリー 加藤和 海斗くん１歳のお誕生日おめでとう記念 カウニス 金田一 イッソセレナーデ 中川雅
オースミジョージ 井樋一 ３Ａ－② 1500m スペランツァチャム 菅原欣 エリーゴールド 川添明
アフロディーテ 黒木豊 1日目　7Ｒ 11頭 ウインドアリエル 中川雅 ターンバック 宗綱泰
  調教師 ケイツーマナト 菅原欣
  アレレブルー 加藤義 シビルボーイ 菅原欣
  ピエナレモン 松野勝 サジェス 佐藤茂
  キラメキビジョン 加藤和 クインズユーカリ 加藤義 二 走 表 示 競 走

フレアリングラブ 中川雅 マリンセブン 中川雅 ３Ｂ二走－① 1400m
 マイユリシス 菅原欣  3日目　1Ｒ 12頭以内
 ドリップワン 中川雅   
Ｃ２－⑨ 1400m アイグローリー 金田一   
3日目　2Ｒ 10頭 カナザワクリステル 菅原欣 　重賞を除く３歳１日目編成馬のうち、

調教師 シャイニークロレ 野田幸  後半も出走を希望する馬で、金沢競馬番組
アッシュ 室井眞 ウインレヴェランス 加藤和 大貴ちゃん祝２６歳☆帯封をもう一度杯 「二走表示競走編成等実施要領」に
ハヤト 金田一 ナムラロクロー 髙橋俊 ３Ｂ－② 1500m 基づき編成する。
サノノドラゴン 室井眞  2日目　6Ｒ 10頭
キングオブキャロル 加藤和   調教師 　確定格付は８月１８日に発表予定。
タイムカプセル 加藤和   ピースゼール 加藤義
リパーカッション 加藤和 トミケンハルト 加藤和
ナムラハリー 宗綱泰  アンジュールレーヌ 高橋優
ウインドエルドール 野田幸 ２０２１ＪＢＣまであと８０日 ルリフラワー 田嶋幸  
アンネローゼ 川添明 ３Ａ－③ 1500m ラッキーフレイム 加藤義 二 走 表 示 競 走
ユーロジャイズ 黒木豊 1日目　5Ｒ 11頭 クマノコドウ 金田一 ３Ｂ二走－② 1400m
  調教師 ハクサンクウ 加藤義 4日目　1Ｒ 12頭以内
  ミュークマロン 川添明 エクメディフラワー 加藤義
  リヴァーサル 髙橋俊 メイショウシオサキ 菅原欣
  ラッシュフェイス 金田一 エムケイゴールド 加藤和 　JRA交流を除く３歳２日目編成馬のうち、

メイショウコエダ 加藤和  後半も出走を希望する馬で、金沢競馬番組
 アサマヤマブシ 黒木豊   「二走表示競走編成等実施要領」に
 アオイマジェスティ 加藤義   基づき編成する。
Ｃ２－⑩ 1400m マジックランプ 金田一   
4日目　3Ｒ 10頭 トレンブラン 中川雅 　確定格付は８月１８日に発表予定。

調教師 マイネルヤングマン 髙橋俊  
エリーザベト 室井眞 ノブリーデイ 加藤和 オ リ ー ブ 賞
ホークケプカ 井樋一 アイスムーン 髙橋俊 ３Ｂ－③以下牝馬 1500m
アナラビ 田嶋幸  2日目　5Ｒ 11頭
オレンジエンリ 川添明   調教師 珠 洲 正 院
プレシャスパール 菅原欣  アウスドルック 川添明 特 別
トーセンストレート 川添明 スイートナイト 金田一 ２歳－① 1400m
ユキノジャパン 井樋一  マーガリン 川添明 4日目　6Ｒ 8頭
クレメンデレヤ 菅原欣  ユイアンデービス 髙橋俊 調教師
クリノユースフル 金田一 ３Ａ－④ 1500m シビルクイーン 宗綱泰 エムテイルビー 佐藤茂
レッドデイム 室井眞 1日目　4Ｒ 11頭 リアルドリーム 加藤和 サブノユウゼン 金田一
 調教師 ムーンランディング 中川雅 キープクライミング 中川雅
  ジンフィーズ 松野勝 リュニックフルール 川添明 ダイセンメイト 鋤田誠
  マイストック 宗綱泰 グランエスペランサ 加藤和 ツルギヤマブシ 黒木豊
  ヒデノペリドット 加藤義 ディルクロ 中川雅 スターフジサン 加藤義

ドリームズサークル 井樋一 サンウィンズロー 川添明 ヴァルスドフルール 鈴木正
 アンドロイド 井樋一   アオイホムラ 加藤義
 ディスコード 川添明   
Ｃ２－⑪ 1400m マラムレシュ 黒木豊   
4日目　2Ｒ 10頭 ゴールドフレイバー 菅原欣

調教師 ナムラマカルー 髙橋俊  ２歳－② 1400m
ジャストザホマレ 井樋一 ブラウンザウバー 佐藤茂  4日目　4Ｒ 8頭
サンドクルーズ 黒木豊 ジンジャーミント 黒木豊 ３Ｂ－④ 1500m 調教師
コスモアリーナ 井樋一  2日目　4Ｒ 10頭 マナフェアリー 金田一
スーパーボイジャー 井樋一   調教師 ルスキーユ 加藤義
リマインドミー 室井眞  コウユーアオイソラ 髙橋俊 アリオト 加藤義
サムライロード 吉井一 エイシンイチラク 松野勝 トリコロール 鋤田誠
チェルビックヒム 髙橋俊 ３Ａ－⑤ 1400m サフランルーラー 高橋優 リブラソナチネ 鋤田誠
ルイズサーヤ 井樋一 1日目　3Ｒ 11頭 ミライヘノイブキ 加藤和 マブアロンジェ 鋤田誠
ウインドウイスパー 野田幸 調教師 キタチロ 金田一 スーパーバンタム 鈴木正
フォートワズワース 加藤和 クランツリート 鈴木正 ゴールドタイタン 川添明 ジーフレイム 井樋一
 ビップアトレー 加藤和 グッナイベイビー 中川雅
 タダモノデハナイ 佐藤茂 ハートリープ 川添明
  ローズトピアリー 金田一 ボンマルコ 加藤和

 オジョウサン 金田一 マイネルイナブ 宗綱泰 ２ 歳 新 馬 戦
３ 歳 秋 の Ｃ Ｓ メイショウアゲシオ 松野勝  ２歳新馬 1400m
（一社）JBC協会協賛（スマートファルコン賞） キャトルレーヴ 川添明   3日目　4Ｒ 11頭
重賞　第56回サラブレッド大賞典 ジュニアフェザー 鈴木正   調教師
３歳 2000m バードハズフロウン 金田一   ヤマミウイジン 中川雅
1日目　11Ｒ 12頭 ライムンダ 金田一 カガプリンセス 菅原欣

調教師 エイシンヒスイ 井樋一  カニフ 金田一
優 サブノタマヒメ 金田一  カイジンスサノオ 金田一
希 ベニスビーチ 中川雅 ３Ｂ－⑤ 1400m エヴォラ 佐藤茂
希 アリスパレス 中川雅 2日目　3Ｒ 10頭 ピースイギー 金田一
希 フューリアス 髙橋俊 調教師 オーミルーナ 鈴木正
希 リードキングダム 黒木豊 アオイフェリーチェ 加藤和 サクラマジック 佐藤茂
希 トーセンイヴ 髙橋俊 ３Ａ－⑥ 1400m エクスカテドラ 髙橋俊 カッパクニクニ 加藤義
希 イクゼファイターズ 中川雅 1日目　2Ｒ 11頭 イッツアメイジング 菅原欣 マナリオナ 金田一
希 ヴィトラス 髙橋俊 調教師 ハクサンスウィープ 加藤義 フォーミデブル 金田一
希 ハクサンスプリング 加藤義 シュガーレス 中川雅 ティルピッツ 髙橋俊
希 ファイナルネイア 加藤義 アルマヴァーゴ 鋤田誠 フェアリーテイル 吉井敏
希 ミスターエイジュン 菅原欣 アンクルダッシュ 中川雅 クリノス 菅原欣

エムザックベール 加藤義 モズサミット 加藤和 ブラッシングリー 加藤和
ラロコルポ 加藤和 アジュガ 宗綱泰

優 ： 優先出走馬（トライアル競走１着馬） ビーチリゾート 宗綱泰 ハクサンコマチ 加藤義
希 ： 希望投票馬 スペースレオーネ 松野勝

シャンソンマッジョ 加藤和
モダンローズ 菅原欣
レゾンデートル 加藤和
ブリリアントウェイ 松野勝

   

令和３年度 石川県営第９回【 通算第１１回 】金沢競馬　出走馬一覧表

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

☆　注   意   事   項　☆

　　　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 。


