
４３１頭 №１

重 賞 デイリ ースポーツ杯 ネットで買うなら楽天競馬！ コ ト ネ ア ス タ ー 賞
第 ５ ７ 回 中 日 杯 準重賞　能登波の花賞 特 別 （ 特 別 編 成 ）
３歳以上ＯＰ 2000m Ｂ１級 1700m Ｂ２－① 1500m Ｃ１－特選 1400m
3日目　10Ｒ 12頭 2日目　11Ｒ 12頭 3日目　9Ｒ 11頭 4日目　10Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
希 ハクサンアマゾネス 加藤義 希 サイモンジルバ 中川雅 ハクサンマズル 加藤義 アオイフェリーチェ 加藤和
希 ティモシーブルー 金田一 希 ピエナレモン 松野勝 マッケンユウ 髙橋俊 ライムワード 黒木豊
希 トップロイヤル 高橋道 希 エイシンピナクル 中川雅 ドリームバンドーム 黒木豊 チェルビックヒム 髙橋俊
希 エイシンレーザー 佐藤茂 希 イクゼファイターズ 中川雅 サマーソルト 鋤田誠 ディープマックス 川添明
希 フューリアス 髙橋俊 希 シンボリフラッシュ 佐藤茂 ミハルプリンセス 菅原欣 ティアップレディー 金田一
希 ウインオスカー 金田一 希 エイトマイル 井樋一 アオイマジェスティ 加藤義 スナンビン 加藤義
希 マイネルパイオニア 松野勝 ハクサンルドルフ 加藤義 クリアセーリング 黒木豊 レゾンデートル 加藤和
希 フジヤマブシ 黒木豊 グランジャー 黒木豊 ムーンライトアリア 鈴木正 ケンブリッジジッタ 金田一
希 ヒロシゲセブン 井樋一 ハクサンペリー 加藤義 カズノコクリュウ 鈴木正 パープルブルーメン 鈴木正
希 ジェネラルエリア 松野勝 ネイバーアイランド 鋤田誠 ポートメイリオン 菅原欣 ホウオウレガシー 井樋一
希 カズマークセン 井樋一 シュネルン 髙橋俊 アイスムーン 髙橋俊 ケンブリッジベスト 金田一
希 マインシャッツ 井樋一 ヴィトラス 髙橋俊     

        
希 ： 希望投票馬  希 ： 希望投票馬      
  

  
祝！第１回よっちゃん誕生記念 （ 特 別 編 成 ）
Ｂ２－② 1400m Ｃ１－② 1500m

１２月も楽天競馬で楽しく！投票賞 3日目　8Ｒ 10頭 4日目　6Ｒ 11頭
Ｂ１－② 1500m 調教師 調教師

ク リ ス マ ス ロ ー ズ 2日目　9Ｒ 11頭 マラムレシュ 黒木豊 グロワールポン 佐藤茂
特 別 調教師 ジェイケイヒロイン 高橋優 カジノノーブル 黒木豊
Ａ１－② 1700m エムティキラリ 佐藤茂 キャメポート 加藤義 カウイダンス 高橋優
4日目　11Ｒ 12頭 リードキングダム 黒木豊 オーミシンゲン 鈴木正 スイートティアラ 鈴木正

調教師 リュウノアーダーン 加藤義 トロンビーノ 加藤義 ハローグッバイ 鋤田誠
コンパウンダー 川添明 カトリーヌスリジエ 高橋道 ナタンドラ 佐藤茂 シネマトウショウ 佐藤茂
トウショウデュエル 佐藤茂 アンシンカブル 佐藤茂 イーゼル 黒木豊 ステイクロース 中川雅
ファクタークニアキ 加藤和 ノボノンノン 佐藤茂 ロジシップ 野田幸 ガニアン 鋤田誠
エアースピーダー 中川雅 ビックハート 高橋道 カトリーヌエミュー 高橋道 ゴチソウサン 加藤和
ニシオボヌール 金田一 ケンブリッジバッハ 金田一 ケンブリッジセンス 金田一 ベアーズレター 菅原欣
ストロングフーヴス 金田一 ゴッドミラクル 中川雅  ディライラ 佐藤茂
ディセントファミリ 加藤和 ウラカワノオト 加藤義     
メジャーシップ 佐藤茂 ラルーナ 加藤和    
デルマキミノナハ 金田一      
デビルスダンサー 金田一   
サクラエンパイア 中川雅    
フォリオール 加藤義 鈴原優美生誕記念Ｇ杯２０２１ （ 特 別 編 成 ）
   Ｂ２－③ 1500m Ｃ１－③ 1500m
   3日目　7Ｒ 10頭 4日目　3Ｒ 10頭

Ｂ１－③ 1500m 調教師 調教師
2日目　8Ｒ 11頭 ジャカンドジョー 黒木豊 ボーナファイディ 黒木豊

調教師 ディープウォーリア 高橋優 オフコース 黒木豊
アポロニケ 髙橋俊 カトリーヌレーヴ 高橋道 ドルフィンクエスト 金田一
ギンチャン 黒木豊 スウィートイレブン 田嶋幸 ミータカラノテガミ 鋤田誠
デルマルビー 金田一 マシェール 菅原欣 レイクプラン 加藤義

ヒ イ ラ ギ シップーコウライ 鈴木正 エイダイインパクト 佐藤茂 ウインレヴェランス 加藤和
特 別 プライモーディアル 髙橋俊 ダブルマーク 鈴木正 ストナビダンサー 鈴木正
Ａ２－① 1700m ミスマチルダ 中川雅 コスモフェリーク 川添明 フォースキャリア 佐藤茂
2日目　10Ｒ 12頭 サンデープリンセス 加藤義 フリューリング 菅原欣 ランバート 髙橋俊

調教師 ソールライト 鋤田誠 トキノミライ 加藤和 ルンルンヘレンド 鋤田誠
キングワールド 金田一 ヒマワリオジョウ 鋤田誠     
マイネルクライマー 加藤和 ダレモカレモ 高橋優     
クールシャイン 鈴木正 トリプルプレイ 加藤義     
シンフジ 髙橋俊      
デルタ 加藤義
プレゼンス 加藤和     
ケージーキンカメ 鈴木正 楽天競馬はスマホでかんたん投票賞  

希漏 ヤマカツライデン 高橋優  Ｂ２－④ 1500m Ｃ１－④ 1500m
エイシンホープ 佐藤茂 楽天競馬で金沢おでんを当てよう！賞 4日目　9Ｒ 10頭 4日目　2Ｒ 10頭
ララチャン 髙橋俊 Ｂ１－④ 1500m 調教師 調教師
ハクサンベル 加藤義 1日目　9Ｒ 11頭 バリオラージュ 松野勝 スカーレットリボン 高橋道
エイシンギフト 佐藤茂 調教師 パシスタ 髙橋俊 ジンフィーズ 松野勝
  カネコメヒカル 佐藤茂 アロハロック 金田一 アンクルテイオウ 鈴木正
希漏 ： 希望投票漏れ馬 セイリスペクト 金田一 ジュンジュン 髙橋俊 ルクナバード 宗綱泰

カズポルトチェルボ 加藤和 ダニューブ 加藤和 スイセー 松野勝
ハーモニーロータス 髙橋俊 カツカモ 川添明 ケイティヒマワリ 高橋優
キーンウィット 黒木豊 デルマエトワール 金田一 タグヤ 中川雅
ラルゲッツァ 松野勝 カトリーヌボヌール 高橋道 ドウディ 菅原欣
センノベステス 中川雅 ノボパニコ 金田一 マリンセブン 中川雅
ショウケンスター 加藤義 ベルジルウェット 高橋優 ムーンランディング 中川雅

北 斗 七 星 リュウノアマゾネス 加藤義    
特 別 スペロラルーチェ 髙橋俊     
Ａ２－② 1500m マンジュシャカ 髙橋俊     
1日目　10Ｒ 12頭       

調教師   
ドラゴンウォリアー 井樋一    
エムザックヒーロー 加藤義  
ソフトポジション 菅原欣  Ｂ２－⑤ 1400m Ｃ１－⑤ 1500m
コハクノユメ 菅原欣 われらの萩原社長に愛をこめてカップ 4日目　8Ｒ 10頭 4日目　1Ｒ 10頭
ノーブルレゼル 鈴木正 Ｂ１－⑤ 1400m 調教師 調教師
カナライズ 黒木豊 1日目　8Ｒ 11頭 エドノテムペスタ 中川雅 フクノグラーティア 川添明
ジャストインタイム 髙橋俊 調教師 メイショウガロンヌ 加藤和 サンライズアポロン 黒木豊
サクラルコール 金田一 ヤマカツリーダー 黒木豊 トウカタウルス 佐藤茂 トゥーゲント 髙橋俊
アポロスマイル 髙橋俊 シオジレア 鋤田誠 アロマティカス 川添明 ノースヒビキ 髙橋俊
サウスブルーグラス 中川雅 クラールハーモニー 金田一 セイカアーナンダイ 室井眞 ベルディークィーン 加藤和
ガムラン 佐藤茂 ボンドロール 黒木豊 ナリタノヘア 高橋道 ユメヲノセテ 菅原欣
スキルショット 髙橋俊 ルブタン 髙橋俊 トーセンコパン 加藤和 ハクサンボタン 加藤義

キラメキビジョン 加藤和 エムティセト 佐藤茂 ボーダーライン 加藤和
コウエイスパークル 加藤和 スノームーンライト 佐藤茂 デルマコウモク 金田一
マルハチアポロン 佐藤茂 ファイナルネイア 加藤義 スカイステージ 黒木豊
ハクサンモジャ 加藤義   
エイシンミステリー 中川雅     
カズマッケンリー 髙橋俊     
     
  
    

 長山纏、1歳誕生日記念！！
 Ｂ２－⑥ 1500m Ｃ１－⑥ 1500m
祝！也寸志さん誕生日おめでとう記念 4日目　7Ｒ 10頭 3日目　6Ｒ 10頭
Ｂ１－⑥ 1500m 調教師 調教師
1日目　7Ｒ 11頭 メイショウミツボシ 菅原欣 ミーティア 金田一

調教師 ウインアマルフィ 加藤義 ハクサンルピナス 加藤義
ヴァハグン 金田一 マイネルリボーン 髙橋俊 ペイシャアリ 宗綱泰
ビヨンドザシーン 金田一 ヴェロニク 加藤義 ドリームハット 宗綱泰
ウェルビーイング 鋤田誠 ハクサングロウ 加藤義 アサマヤマブシ 黒木豊
ブレイブブロッサム 中川雅 バーフバリ 佐藤茂 アイアス 菅原欣
スペシャルサンデー 高橋道 ケプチャン 金田一 バーディーチャンス 加藤義
オーダシティー 宗綱泰 トレボウソレイユ 黒木豊 ハクサンキュート 加藤義
ハクサンフラワー 加藤義 グローリアスヴェガ 佐藤茂 ナムラナーダム 髙橋俊
ドリップワン 中川雅 ハクサンエガオ 加藤義 クインズユーカリ 加藤義
フェイスタロー 川添明
スペシャルトリップ 高橋優
ケンデスティニー 金田一

令和３年度 石川県営第１６回【 通算第１９回 】金沢競馬　出走馬一覧表

※ C １ 級 ① 、 ② 、 ③ 組 は 前 ３ 走 分 の 収 得 賞 金 順 ※



４３１頭 №２

   ゆ ず 湯
   特 別
Ｃ１－⑦ 1400m Ｃ２－④ 1500m Ｃ２－⑩ 1400m ２歳－① 1500m
3日目　4Ｒ 10頭 1日目　3Ｒ 10頭 2日目　4Ｒ 9頭 3日目　5Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
メイドインドリーム 中川雅 ウインドエルドール 野田幸 ユキノジャパン 井樋一 ボサノヴァ 中川雅
ゴットウェーブ 井樋一 ジャストザキラキラ 宗綱泰 リマインドミー 室井眞 スターフジサン 加藤義
リヴァーサル 髙橋俊 ディスコード 川添明 サンウィンズロー 川添明 サブノユウゼン 金田一
ナムラロクロー 髙橋俊 レイズアチアー 加藤和 ダンクショット 井樋一 キープクライミング 中川雅
カトリーヌアエラス 高橋道 イッソセレナーデ 中川雅 サトルアプローチ 金田一 ダイセンメイト 鋤田誠
ラッシュフェイス 金田一 ルリフラワー 田嶋幸 メイショウシオサキ 菅原欣 タイセイアンセム 金田一
マジックランプ 金田一 キタブランコ 金田一 ゴッドシエル 中川雅 フォーミデブル 金田一
エクセター 井樋一 ユーロジャイズ 黒木豊 インフォーマント 加藤和 ピースイギー 金田一
リュウノサーヤ 加藤義 コスモシェルパ 井樋一 デルマラカン 川添明 オーミロゼッタ 中川雅
オジョウサン 金田一 アンドロイド 井樋一   マナリオ 金田一
      
        
       
       

   
 宮こと音1歳誕生日記念   
Ｃ１－⑧ 1400m Ｃ２－⑤ 1500m Ｃ２－⑪ 1500m ２歳－② 1500m
3日目　2Ｒ 10頭 1日目　2Ｒ 10頭 2日目　3Ｒ 9頭 4日目　5Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
アンザンタカヒロ 吉井一 ラグローリア 金田一 ボンマルコ 加藤和 マブアロンジェ 鋤田誠
キノトクイーン 佐藤茂 マイストック 宗綱泰 アウリイ 川添明 リブラソナチネ 鋤田誠
プリティエレガンス 室井眞 エイシンイチラク 松野勝 コスモアリーナ 井樋一 リボーントウショウ 佐藤茂
ジョージフォンテン 野田幸 セヴンレイヴンズ 川添明 アッシュゲイル 佐藤茂 マナフェアリー 金田一
エイシンバビロン 髙橋俊 ハクサンコマチ 加藤義 トライアンドゴール 井樋一 カニフ 金田一
ピンクスパイダー 川添明 マイネルシェルム 髙橋俊 セレニティーアスク 川添明 サクラマジック 佐藤茂
トレンブラン 中川雅 アンクルダッシュ 中川雅 ミッツノチカイ 菅原欣 カイジンスサノオ 金田一
ジョーカーマーチ 佐藤茂 オースミジョージ 井樋一 アウスドルック 川添明 シュペルブ 宗綱泰
マイネルレイヨン 菅原欣 モダンローズ 菅原欣 サムライロード 吉井一 ウインイノセンス 髙橋俊
フレアリングラブ 中川雅 ウインドワルツ 野田幸   ダンシングラスカル 菅原欣
        
        
        
        

   （公社）日本軽種馬協会協賛
  金 の な る 木 賞
Ｃ１－⑨ 1500m Ｃ２－⑥ 1400m Ｃ２－⑫ 1500m ２歳－③以下牝馬 1400m
3日目　1Ｒ 10頭 1日目　1Ｒ 9頭 2日目　2Ｒ 9頭 4日目　4Ｒ 10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 ビーチリゾート 宗綱泰 マイネルキュリアス 加藤義 アオイホムラ 加藤義
ラブバルドー 井樋一 リアルドリーム 加藤和 ペトログリフ 菅原欣 アガタテマリ 菅原欣
シオンコタン 松野勝 チョモランマ 宗綱泰 ミラキュラスサイン 井樋一 ソーサレス 中川雅
ミリノカイザー 吉井一 デルマジュンデイ 金田一 クロメ 川添明 ナックメロディ 金田一
ブラヴューラ 田嶋幸 エイシンヒスイ 井樋一 ルイズサーヤ 川添明 トリコロール 鋤田誠
ヒマワリ 高橋優 エリーザベト 室井眞 ゴールドムーン 川添明 ラスティフェイス 金田一
サパムーカンチャイ 金田一 アッシュ 室井眞 クイントン 金田一 サエチ 髙橋俊
カンノンリリー 井樋一 ピースゼール 加藤義 ゲストテーブル 金田一 カガプリンセス 菅原欣
ヒロノホマレボシ 佐藤茂 リザラクト 松野勝 テラフォーマー 吉井一 サッキーアキュート 加藤義
ヴァンタンジェンヌ 田嶋幸     ミラクルキャロット 金田一
       
        
        
        

南 天    
特 別   
Ｃ２－① 1400m Ｃ２－⑦ 1400m Ｃ２－⑬ 1400m ２歳－④ 1400m
1日目　6Ｒ 11頭 2日目　7Ｒ 9頭 2日目　1Ｒ 9頭 3日目　3Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ウラニア 田嶋幸 マーズスペリオーレ 川添明 シラン 中川雅 ヤマミウイジン 中川雅
ルーアリンド 加藤義 フォートワズワース 加藤和 シビルクイーン 宗綱泰 オリベ 中川雅
キャトルレーヴ 川添明 コートリーアスペン 金田一 オブリガーダミノル 中川雅 ヤイバ 加藤義
コハルポケット 宗綱泰 ケイティローズ 高橋優 ダンスインザスノー 高橋優 ラピードフラッシュ 加藤和
クランツリート 鈴木正 ビービーディーン 髙橋俊 ボラヘ 川添明 センソラーリオ 菅原欣
ナスノマイスター 加藤義 シャンソンマッジョ 加藤和 ラニカイブルー 室井眞 ピンクパフェ 菅原欣
ヤマカツジーク 高橋優 サフランルーラー 高橋優 アジュガ 宗綱泰 スピードクィーン 野田幸
オーミハルカゼ 菅原欣 レインボーヒル 高橋優 クレストモナーク 黒木豊 エクメディダイヤ 金田一
ピエールサンデー 吉井一 ブラッシングリー 加藤和 ミライノホシ 鈴木正 アイムアグレッシブ 金田一
エイシンアレグロ 井樋一   キタフラ 金田一
ミュークマロン 川添明   
    
    
    

  
  

Vtuber天秤ひなみデビュー２周年記念
Ｃ２－② 1500m Ｃ２－⑧ 1500m
1日目　5Ｒ 10頭 2日目　6Ｒ 9頭

調教師 調教師
イワズ 井樋一 ヤマカツエール 黒木豊
ベストトウマ 川添明 スマートディアナ 金田一
コウユーカゲムシャ 髙橋俊 モアナモーリス 金田一
シルヴァーメテオ 加藤和 ジュニアフェザー 鈴木正
ヴレ 黒木豊 トーセンストレート 川添明
シエルクリーガー 鈴木正 ハートリープ 川添明
サノノイーグル 加藤和 スペースレオーネ 井樋一
ヒロノモンスター 井樋一 オレンジエンリ 川添明
ナムラマカルー 髙橋俊 オウケンブレイク 菅原欣
カルチャーバリュー 井樋一  
   
    
    
    

  
  
Ｃ２－③ 1400m Ｃ２－⑨ 1400m
1日目　4Ｒ 10頭 2日目　5Ｒ 9頭

調教師 調教師
ドナアネラ 加藤義 カフェテオドーラ 菅原欣
マイブルースカイ 加藤和 アルマヴァーゴ 鋤田誠
スペランツァチャム 菅原欣 コウユーオトコマエ 髙橋俊
ウインドシャルム 野田幸 シビルボーイ 菅原欣
ノブリーデイ 室井眞 マサハヤリュウ 井樋一
クィーンライナー 鋤田誠 リアルイマージン 中川雅
スクリーニング 金田一 グッナイベイビー 中川雅
ラッキータカチャン 加藤和 ホットスポット 井樋一
シゲルカンパチ 加藤和 プレシャスパール 菅原欣
グローリアステラ 佐藤茂

   

令和３年度 石川県営第１６回【 通算第１９回 】金沢競馬　出走馬一覧表

※ C １ 級 ① 、 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 。


