
４８９頭 №１

北陸・東海チャンピオンシップ2021
北陸四県畜産協会長賞
重賞　第２回お松の方賞  【 距 離 選 択 】
３歳以上牝馬 かっかお誕生日おめでとう記念 石川県畜産協会 長賞 新潟県畜産協会 長賞
東海・北陸交流 1500m Ｂ１－② 1500m Ｂ２－② 1500m Ｃ１－② 1500m
3日目　10Ｒ 12頭 1日目　9Ｒ 11頭 3日目　9Ｒ 11頭 3日目　6Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
名 ウラガーノ 角田輝 アイムワン 加藤義 ヤマカツリーダー 黒木豊 希 ジンフィーズ 松野勝
名 ラブリーイレブン 川西毅 フリオーソロマン 菅原欣 ラフカディオ 室井眞 パープルブルーメン 鈴木正
名 シーアフェアリー 安部幸 アンシンカブル 佐藤茂 ウェルビーイング 鋤田誠 アオイマジェスティ 加藤義
笠 ナラ 伊藤好 アポロニケ 髙橋俊 ピエナレモン 松野勝 カジノノーブル 黒木豊
名 ブルースウェード 角田輝 ハクサンルドルフ 加藤義 カトリーヌボヌール 高橋道 ホウオウレガシー 井樋一
名 ウインホノカ 今津博 マコトガラハッド 金田一 リパーカッション 加藤和 アイスムーン 髙橋俊
希 ネオアマゾネス 松野勝 サンペンドルトン 鋤田誠 ケンデスティニー 金田一 タイセイブルース 川添明
希 デビルスダンサー 金田一 ミスマチルダ 中川雅 オーミテンペスト 中川雅 デルマルビー 金田一
希 サツキジャスミン 佐藤茂 マイネルアルモニコ 野田幸 ベルジルウェット 高橋優 ミータカラノテガミ 鋤田誠
希 エイシンホープ 佐藤茂 アポロスマイル 髙橋俊 イクゼファイターズ 中川雅 ベルディークィーン 加藤和
希 シュネルン 髙橋俊 ソールライト 川添明 ウインヴェルメリオ 高橋優 ペイシャアリ 宗綱泰

ベニスビーチ 中川雅       
      希：希望投票馬  
※交流馬の賞金は総収得賞金       
 
○補欠馬（繰り上がり順） 【 距 離 選 択 】

8頭 智ちゃん純子ちゃん結婚１１周年記念 福井県畜産協会 長賞 ２０２１ＪＢＣまであと３０日
調教師 Ｂ１－③ 1500m Ｂ２－③ 1500m Ｃ１－③ 1400m

補①名 ニュータウンガール 角田輝 1日目　8Ｒ 11頭 3日目　7Ｒ 11頭 3日目　5Ｒ 11頭
補②笠 ハナウタマジリ 伊藤好 調教師 調教師 調教師
補③名 ビックバレリーナ 今津博 サイモンジルバ 中川雅 ジェイケイヒロイン 高橋優 トレボウソレイユ 吉井敏
補④名 パースペクティヴ 今津博 プライモーディアル 髙橋俊 フリューリング 菅原欣 ドリームハット 宗綱泰
補⑤名 オメガレイスター 今津博 ディランフィールド 菅原欣 ピノーク 中川雅 キラメキビジョン 加藤和
補⑥名 ウルスラ 今津博 ノボノンノン 佐藤茂 リトルウィッチ 加藤和 カナザワクリステル 菅原欣
補⑦名 アークフリゲート 今津博 センノベステス 中川雅 ハクサンフラワー 加藤義 ノースヒビキ 髙橋俊
補⑧笠 アウティミアー 伊藤好 サトノファンタシー 金田一 リュウノアマゾネス 加藤義 ハクサンボタン 加藤義

ビックハート 高橋道 ブレイブブロッサム 中川雅 タッチペガサス 菅原欣
笠 ： 笠松、名： 名古屋 ダレモカレモ 高橋優 マイネルリボーン 髙橋俊 タグヤ 中川雅
補①～⑧ ： 補欠馬（繰り上がり順） リチェルカータ 金田一 ビナゼウス 加藤和 ケンブリッジベスト 金田一
交流馬の賞金は収得賞金順 ショウケンスター 加藤義 ダニューブ 加藤和 アイアス 菅原欣
 アンタルクティクス 髙橋俊 ドリームバンドーム 黒木豊 セイゲイル 川添明
希 ： 希望投票馬       
     希望投票馬なし  
　出走予定馬が辞退した場合は、補欠順位上位       
の馬より繰り上げる。
　交流馬の確定は９月２７日午後５時頃の予定。   

楽天競馬でポイントゲット賞 パ ン パ ス グ ラ ス 賞  
Ｂ１－④ 1500m Ｂ２－④以下牝馬 1500m Ｃ１－④ 1400m
2日目　10Ｒ 11頭 4日目　11Ｒ 11頭 3日目　2Ｒ 11頭

倶 利 伽 羅 源 平 の 郷 調教師 調教師 調教師
特 別 ウラカワノオト 加藤義 ナリタノヘア 高橋道 スカーレットリボン 高橋道
Ａ１－① 1500m ヤマカツライデン 高橋優 セリアノーブル 鋤田誠 ブリリアントウェイ 松野勝
4日目　9Ｒ 12頭 ルブタン 髙橋俊 デルマエトワール 金田一 ボーダーライン 加藤和

調教師 カズポルトチェルボ 加藤和 コスモフェリーク 吉井敏 ハクサングロウ 加藤義
ピアノマン 中川雅 ハクサンモジャ 加藤義 ウインアマルフィ 加藤義 メイショウガロンヌ 加藤和
マルカンセンサー 高橋道 ナイトスターリリー 高橋優 ファイナルネイア 加藤義 トゥーゲント 髙橋俊
ティモシーブルー 金田一 ダンゼンユウリ 佐藤茂 ボーナファイディ 黒木豊 ウインドアリエル 中川雅
トウショウデュエル 佐藤茂 トレミエール 髙橋俊 ストナビダンサー 鈴木正 シーレカズマ 加藤義
トップロイヤル 高橋道 カトリーヌスリジエ 高橋道 グリーンエンプレス 松野勝 アンザンタカヒロ 吉井一
エイシンレーザー 佐藤茂 スペロラルーチェ 髙橋俊 ヴェロニク 加藤義 ウインレヴェランス 加藤和
ニーマルサンデー 金田一 ハーモニーロータス 髙橋俊 ドリップワン 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       
デルマキミノナハ 金田一      
フジヤマブシ 黒木豊
フォリオール 加藤義   
   楽天でポッイントもらっちゃおう賞 珠洲馬頭観音馬の角伝説ツアー参加者募集杯
  Ｂ１－⑤ 1500m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－⑤ 1400m

2日目　9Ｒ 11頭 4日目　8Ｒ 11頭 3日目　1Ｒ 11頭
鶴 仙 渓 調教師 調教師 調教師
特 別 カズマッケンリー 髙橋俊 ガムラン 佐藤茂 ハクサンルピナス 加藤義
Ａ２－① 1700m カネコメヒカル 佐藤茂 ヴィトラス 髙橋俊 クリノユースフル 金田一
2日目　11Ｒ 12頭 ケンブリッジバッハ 金田一 ブルベアジネンジョ 髙橋俊 ヴォロンティエ 佐藤茂

調教師 リードキングダム 黒木豊 モアナスター 鈴木正 ビヨンドザシーン 金田一
サクラエンパイア 中川雅 フェイスタロー 川添明 マカレナダンス 川添明 リュウールドレ 加藤義
ストロングフーヴス 金田一 ケイサンパルプンテ 金田一 ディープウォーリア 高橋優 プリティエレガンス 室井眞
ファクタークニアキ 加藤和 アレレブルー 加藤義 ヴァッフシュテルケ 中川雅 フレアリングラブ 中川雅
アーチキング 吉井敏 マルハチアポロン 佐藤茂 ランバート 髙橋俊 エイシンバビロン 髙橋俊
シンフジ 髙橋俊 ヒマワリオジョウ 鋤田誠 セイカアーナンダイ 室井眞 バーディーチャンス 加藤義
アルバリ 菅原欣 エムティキラリ 佐藤茂 トウカタウルス 佐藤茂 ピンクスパイダー 川添明
デルタ 加藤義 シップーコウライ 鈴木正 スナンビン 加藤義 マイユリシス 菅原欣
マインシャッツ 金田一      
フューリアス 髙橋俊       
マイネルパイオニア 松野勝       
プレゼンス 加藤和
クールシャイン 鈴木正  

   
 Ｂ１－⑥ 1500m Ｂ２－⑥ 1500m Ｃ１－⑥ 1500m

2日目　8Ｒ 11頭 4日目　7Ｒ 11頭 4日目　6Ｒ 11頭
楽天競馬でインターネット投票 調教師 調教師 調教師
特 別 カズノコクリュウ 鈴木正 ゴチソウサン 加藤和 トレンブラン 中川雅
Ａ２－② 1500m セイリスペクト 金田一 サジェス 佐藤茂 スカイステージ 黒木豊
1日目　10Ｒ 12頭 キタノオトメ 中川雅 ディライラ 佐藤茂 ミリノカイザー 吉井一

調教師 コウエイスパークル 加藤和 パシスタ 髙橋俊 ジョージフォンテン 野田幸
キングワールド 金田一 ポートメイリオン 菅原欣 ミハルプリンセス 菅原欣 マヤノハルモニア 田嶋幸
エイシンギフト 佐藤茂 サマーソルト 吉井敏 トゥモロープラン 川添明 レゾンデートル 加藤和
ララチャン 髙橋俊 サンデープリンセス 加藤義 トーセンコパン 加藤和 ナムラナーダム 髙橋俊
ハクサンベル 加藤義 サステイナビリティ 髙橋俊 ルンルンヘレンド 鋤田誠 マジックランプ 金田一
チャーハン 加藤義 エイシンピナクル 中川雅 ラウダーテ 松野勝 ボンドロール 黒木豊
ディセントファミリ 加藤和 シオジレア 鋤田誠 バリオラージュ 松野勝 リヴァーサル 髙橋俊
ソフトポジション 菅原欣 マッケンユウ 髙橋俊 フォースキャリア 佐藤茂 カトリーヌアエラス 高橋道
マイネルクライマー 加藤和      
ビーハグ 吉井敏       
アリスパレス 中川雅       
ジャストインタイム 髙橋俊 【 距 離 選 択 】
サウスブルーグラス 中川雅 楽天競馬で石川特産品を当てよう！ 富山県畜産振興協会長賞
  特 別 特 別
  Ｂ２－① 1500m Ｃ１－① 1700m Ｃ１－⑦ 1500m

3日目　11Ｒ 12頭 3日目　8Ｒ 12頭 4日目　5Ｒ 11頭
中 京 ス ポ ー ツ 杯 調教師 調教師 調教師
準 重 賞 恋 路 賞 ムーンライトアリア 鈴木正 ボンジョルノ 加藤義 マシェール 菅原欣
Ｂ１級 1400m カトリーヌエミュー 高橋道 ハローグッバイ 鋤田誠 ラッシュフェイス 金田一
1日目　11Ｒ 12頭 ナタンドラ 佐藤茂 ベアーズレター 菅原欣 チェルビックヒム 髙橋俊

調教師 トキノミライ 加藤和 スイセー 松野勝 ヴァンタンジェンヌ 田嶋幸
希 ハクサンペリー 加藤義 ロジシップ 野田幸 レイクプラン 加藤義 ナムラロクロー 髙橋俊
希 ハナイロコマチ 中川雅 ダブルマーク 鈴木正 ドウディ 菅原欣 シオンコタン 松野勝
希 レルシュタープ 高橋優 エイダイインパクト 佐藤茂 ガニアン 鋤田誠 イコロチャン 中川雅
希 サーストンシカゴ 高橋道 ギンチャン 黒木豊 ゴスペル 松野勝 ヒマワリ 高橋優

ケージーキンカメ 鈴木正 イーゼル 黒木豊 ルクナバード 宗綱泰 マラムレシュ 黒木豊
ネイバーアイランド 鋤田誠 トリプルプレイ 加藤義 キャメポート 加藤義 ティアップレディー 金田一
カナライズ 黒木豊 エールジョリー 室井眞 オフコース 黒木豊 エイシンアレグロ 井樋一
ノーブルレゼル 鈴木正 スターシード 金田一 ノボパニコ 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 希望投票馬なし
アリオンダンス 黒木豊
グランジャー 黒木豊

希：希望投票馬

令和３年度 石川県営第１１回【 通算第１４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

２歳ＣＳ・未来優駿２０２１
ＪＲＡ認定　中日スポーツ杯

  重賞　第２３回兼六園ジュニアカップ
 ノ エ ル ル ー ジ ュ 賞  ２歳
Ｃ１－⑧ 1400m Ｃ２－④以下牝馬 1400m Ｃ２－⑩ 1400m 地方全国交流 1500m
4日目　4Ｒ 11頭 2日目　4Ｒ 11頭 1日目　5Ｒ 10頭 4日目　10Ｒ 12頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ブラッククリスマス 佐藤茂 ジュニアフェザー 鈴木正 ブラッシングリー 加藤和 浦 カイル 小久智
カツカモ 川添明 エリーザベト 室井眞 エイシンイチラク 松野勝 浦 ライアン 小久智
ミュークマロン 川添明 エイシンヒスイ 井樋一 ゴールドタイタン 川添明 兵 ピロコギガマックス 南弘樹
メイショウコエダ 加藤和 オレンジエンリ 川添明 ルイズサーヤ 井樋一 北 エンリル 角川秀
リュウノサーヤ 加藤義 ハクサンキュート 加藤義 ナスノマイスター 加藤義 北 オンストロン 角川秀
シネマトウショウ 佐藤茂 ウラニア 田嶋幸 ミライヘノイブキ 加藤和 名 プライムデューク 錦見勇
ホッコールナアーラ 井樋一 アロハロック 金田一 トライアンドゴール 井樋一 希 エヴォラ 佐藤茂
オーミハルカゼ 菅原欣 クレメンデレヤ 菅原欣 サンウィンズロー 川添明 希 エムティアンジェ 佐藤茂
コウユーカゲムシャ 髙橋俊 アルマヴァーゴ 鋤田誠 デルマジュンデイ 金田一 希 ボサノヴァ 中川雅
アサマヤマブシ 黒木豊 スマートディアナ 金田一 テラフォーマー 吉井一 希 サブノユウゼン 金田一
ヒロノホマレボシ 佐藤茂 アオイフェリーチェ 加藤和  希 ジェイケイミリミリ 髙橋俊
     オーミルーナ 鈴木正
        
      ※交流馬の賞金は総収得賞金

 
   ○補欠馬（繰り上がり順）
   3頭
Ｃ１－⑨ 1400m Ｃ２－⑤ 1400m Ｃ２－⑪ 1500m 調教師
4日目　2Ｒ 11頭 2日目　3Ｒ 11頭 1日目　4Ｒ 10頭 補①兵 アダラ 南弘樹

調教師 調教師 調教師 補②北 グレイテストワーク 角川秀
コハルポケット 宗綱泰 デルマコウモク 金田一 シビルクイーン 宗綱泰 補③北 ベルフリップ 田中淳
ブラヴューラ 田嶋幸 クラールハーモニー 金田一 セレニティーアスク 吉井敏
ディープマックス 川添明 アンクルダッシュ 中川雅 スノールナ 中川雅 北 ： 北海道、浦： 浦和
エイシンミステリー 中川雅 ツーエムタイガー 中川雅 シルバーファーン 高橋優 名 ： 名古屋、兵： 兵庫
ブラウンザウバー 佐藤茂 サフランルーラー 高橋優 リュニックフルール 川添明 補①～③ ： 補欠馬（繰り上がり順）
タイセイマリーン 加藤和 イソエイヒカリ 金田一 イッツアメイジング 菅原欣 交流馬の賞金は収得賞金順
パーフェクトクイン 井樋一 スペシャルサンデー 高橋道 ペトログリフ 菅原欣  
ルーアリンド 加藤義 スペースレオーネ 松野勝 アッシュゲイル 佐藤茂 希 ： 希望投票馬
ヒロノモンスター 井樋一 シャンソンマッジョ 加藤和 グランエスペランサ 加藤和  
ライムワード 黒木豊 グロリアスダッド 中川雅 アロマティカス 川添明 　出走予定馬が辞退した場合は、補欠順位上位
リンクスエルピス 松野勝 モダンローズ 菅原欣  の馬より繰り上げる。
    　交流馬の確定は９月２８日午後５時頃の予定。
      
       

   
   
Ｃ１－⑩ 1400m Ｃ２－⑥ 1400m Ｃ２－⑫ 1500m
4日目　1Ｒ 11頭 2日目　2Ｒ 11頭 1日目　3Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
ヴィエントアスール 加藤和 ピースゼール 加藤義 ダンクショット 松野勝 （公社）日本軽種馬協会協賛
オジョウサン 金田一 ケイティローズ 高橋優 エリーゴールド 川添明 孔 雀 草 賞
カンノンリリー 井樋一 プレシャスパール 菅原欣 サクラレアリゼ 髙橋俊 ２歳－②以下牝馬 1500m
ファーマプリン 川添明 トーセンストレート 川添明 フェアリーテイル 吉井敏 3日目　4Ｒ 11頭
ピエールサンデー 吉井一 ヤマカツエール 黒木豊 ミラキュラスサイン 松野勝 調教師
ヴレ 黒木豊 ユキノジャパン 井樋一 ブラウンキュバン 宗綱泰 キープクライミング 中川雅
シンボリフラッシュ 佐藤茂 ビーチリゾート 宗綱泰 ティルピッツ 髙橋俊 スターフジサン 加藤義
ルシコンダビーチ 井樋一 シビルボーイ 菅原欣 シエルクリーガー 鈴木正 ダイセンメイト 鋤田誠
クィーンライナー 鋤田誠 ホットスポット 井樋一 アウリイ 川添明 ツルギヤマブシ 黒木豊
リーディングレディ 井樋一 ヤマカツジーク 高橋優 チョモランマ 宗綱泰 リブラソナチネ 鋤田誠
ナムラマカルー 髙橋俊 ユイアンデービス 髙橋俊  マナフェアリー 金田一
    カニフ 金田一
      サクラマジック 佐藤茂
      ピースイギー 金田一

アガタテマリ 菅原欣
山 の 寺 の 日 賞   フォーミデブル 金田一
（ 特 別 編 成 ）    
Ｃ２－特選 1500m Ｃ２－⑦ 1500m Ｃ２－⑬ 1400m   
2日目　7Ｒ 12頭 2日目　1Ｒ 10頭 1日目　2Ｒ 10頭   

調教師 調教師 調教師
カズノオジョウ 鈴木正 リマインドミー 室井眞 ゴールドムーン 川添明  
ハクサンマズル 加藤義 カウニス 金田一 リアルイマージン 中川雅  
ムーンランディング 中川雅 スペランツァチャム 菅原欣 ヴィンランド 宗綱泰 ２歳－③ 1400m
クインズユーカリ 加藤義 コウユーオトコマエ 髙橋俊 アジュガ 宗綱泰 4日目　3Ｒ 10頭
スイートナイト 金田一 シンクロニシティ 室井眞 ラニカイブルー 室井眞 調教師
アポロドリーム 髙橋俊 サンドクルーズ 黒木豊 ガガク 高橋優 マナリオナ 金田一
アカヒゲ 髙橋俊 ケイツーマナト 菅原欣 マイネルシェルム 髙橋俊 アオイホムラ 加藤義
マリンセブン 中川雅 ハクサンコマチ 加藤義 デルマセンジュ 川添明 カイジンスサノオ 金田一
グローリアスヴェガ 佐藤茂 ウォーバディ 佐藤茂 パワフルダンサー 金田一 シュペルブ 宗綱泰
コスモシェルパ 井樋一 オウケンブレイク 菅原欣 カフェテオドーラ 菅原欣 キタボーボー 加藤義
イッソセレナーデ 中川雅   マブアロンジェ 鋤田誠
ユーロジャイズ 黒木豊     トリコロール 鋤田誠
     カッパクニクニ 加藤義
      ミラクルリー 川添明

  ジーフレイム 井樋一
     
（ 特 別 編 成 ） さるお、そのまま三十路になってええんか杯    
Ｃ２－② 1500m Ｃ２－⑧ 1500m Ｃ２－⑭ 1400m   
2日目　6Ｒ 11頭 1日目　7Ｒ 10頭 1日目　1Ｒ 10頭   

調教師 調教師 調教師
キャトルレーヴ 川添明 セブンパワー 金田一 デルマアイゼン 金田一  
アナラビ 田嶋幸 ファインハッピー 佐藤茂 ケンブリッジセンス 金田一 ２ 歳 新 馬 戦
ラロコルポ 加藤和 ルリフラワー 田嶋幸 ミッツノチカイ 菅原欣 ２歳新馬 1400m
クランツリート 鈴木正 コスモアリーナ 井樋一 サトルアプローチ 金田一 3日目　3Ｒ 5頭
ジャストザキラキラ 宗綱泰 スーパーボイジャー 井樋一 ミーティア 金田一 調教師
ナムラハリー 宗綱泰 レインボーヒル 高橋優 スクリーニング 金田一 カガプリンセス 菅原欣
メイショウアゲシオ 松野勝 ムラサメマル 加藤和 ノウヒメ 高橋道 サムライバカンス 佐藤茂
ベストトウマ 川添明 ジャストザホマレ 井樋一 クロメ 川添明 ナックメロディ 金田一
オースミジョージ 井樋一 ケプチャン 金田一 マイブルースカイ 加藤和 アベマルレジェンド 金田一
ハヤト 金田一 グッナイベイビー 中川雅 ターンバック 宗綱泰 ダンシングラスカル 菅原欣
セヴンレイヴンズ 川添明   
   
    
    

  
（ 特 別 編 成 ）  
Ｃ２－③ 1400m Ｃ２－⑨ 1500m
2日目　5Ｒ 11頭 1日目　6Ｒ 10頭

調教師 調教師
エムティセト 佐藤茂 メイショウシオサキ 菅原欣
ウインドエルドール 野田幸 ハートリープ 川添明
アッシュ 室井眞 アウスドルック 川添明
ジンジャーミント 黒木豊 サムライロード 吉井一
レイズアチアー 加藤和 リアルドリーム 加藤和
アンネローゼ 川添明 フォートワズワース 加藤和
ノブリーデイ 加藤和 ウインレネット 中川雅
ウインドシャルム 野田幸 マイネルリリーフ 松野勝
マイストック 宗綱泰 ボンマルコ 加藤和
ディスコード 川添明 マーガリン 川添明
リコーテンザン 加藤和

   

　　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１１回【 通算第１４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


