
４５２頭 №１

日 本 ト ー タ ー 杯
重賞　第２０回金沢スプリントカップ 千 里 浜 海 岸
３歳以上 特 別 ハ マ ナ ス 賞
地方全国交流 1400m Ｂ１－① 1500m Ｂ２－③以下牝馬 1400m Ｃ１－③ 1400m
4日目　11Ｒ 12頭 2日目　8Ｒ 11頭 3日目　7Ｒ 10頭 1日目　6Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
川 ベストマッチョ 佐々仁 マイネルクライマー 加藤和 カウイダンス 高橋優 ペイシャゴンジセ 川添明
兵 ドリュウ 諏訪貴 アットザヘルム 中川雅 チェルビックヒム 髙橋俊 ブライトアクトレス 中川雅
兵 サンロアノーク 田中一 リードキングダム 黒木豊 ピノーク 川添明 ナムラマカルー 松野勝
大 ロイヤルペガサス 宗形竹 ブルスクーロ 加藤義 ハートリープ 川添明 トウショウドラフタ 佐藤茂
兵 セイプレジール 森澤友 アレレブルー 加藤義 アオカチ 黒木豊 アウリイ 川添明
兵 ハナブサ 森澤友 カネコメヒカル 佐藤茂 ナイトスターリリー 高橋優 ナタラディーヴァ 菅原欣
優 トウショウデュエル 佐藤茂 ネイバーアイランド 鋤田誠 グローリアステラ 佐藤茂 カフェリリー 菅原欣
希 ブラックアピス 中川雅 ギンチャン 黒木豊 マラムレシュ 黒木豊 スワッグレコード 川添明
希 ブルベアパンサー 菅原欣 アンシンカブル 佐藤茂 シュネルン 髙橋俊 フリューリング 菅原欣
希 イクゼファイターズ 中川雅 キーンウィット 黒木豊 スタイルユアセルフ 鋤田誠
希 スペシャリティ 鋤田誠 アーニングフェイム 菅原欣

ベニスビーチ 中川雅

※交流馬は収得賞金順

○補欠馬（繰り上がり順）10頭
特産品プレゼント実施中！楽天競馬賞 ＪＢＣ２０２２盛岡・門別まであと１００日 山田潤くん＆りょうこちゃん、お誕生日記念

補①川 グリーンロード 髙月賢 Ｂ１－② 1400m Ｂ２－④ 1500m Ｃ１－④ 1500m
補②大 メイショウワザシ 宗形竹 2日目　12Ｒ 11頭 4日目　10Ｒ 10頭 1日目　5Ｒ 9頭
補③名 ナムラムツゴロー 坂口義 調教師 調教師 調教師
補④大 テルペリオン 髙橋清 ヴィトラス 髙橋俊 セイカアーナンダイ 室井眞 ノースヒビキ 髙橋俊
補⑤大 オンザロックス 髙橋清 コスモシェルパ 井樋一 ジュウワンローズ 菅原欣 レゾンデートル 加藤和
補⑥笠 リープスプラウト 伊藤好 エイリアス 松野勝 ピエナパプリカ 鋤田誠 ポートメイリオン 菅原欣
補⑦笠 ナラ 伊藤好 ミルメルシー 菅原欣 ダブルマーク 鈴木正 ミミタン 川添明
補⑧兵 メイショウヴォルガ 髙馬元 エイトマイル 井樋一 マジェスティゲート 鈴木正 バリオラージュ 松野勝
補⑨川 エムオーグリッタ 髙月賢 サンライズアポロン 黒木豊 メイショウシャチ 宗綱泰 アンクルダッシュ 中川雅
補⑩笠 サンライズサーカス 伊藤好 グレートフォーユー 加藤和 ボンドロール 黒木豊 ヤマカツリーダー 黒木豊

グシチャンノカゼ 加藤義 ガニアン 鋤田誠 アッシュゲイル 佐藤茂
大：大井、川 川崎、笠：笠松 アルカウン 井樋一 ハーモニーロータス 髙橋俊 ネバーランド 井樋一
名：名古屋、兵：兵庫 タッシーベリンダ 加藤義 フクノグラーティア 川添明

ノボノンノン 佐藤茂
補①～⑩：補欠馬（繰り上がり順）

優：優先出走馬(トライアル競走１着馬)
希：希望投票馬

　出走予定馬が辞退した場合は、 楽天競馬で石川特産品を当てよう賞 楽天競馬でカンタン投票！賞
補欠順位上位の馬より繰り上げる。 Ｂ１－③ 1500m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－⑤ 1500m
　交流馬の確定は７月１９日午後５時頃の予定。 1日目　10Ｒ 11頭 4日目　9Ｒ 10頭 1日目　4Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師
エムティキラリ 佐藤茂 リチェルカ 加藤義 エイシンヒスイ 井樋一
ポロス 加藤義 コウエイスパークル 加藤和 ヒマワリオジョウ 鋤田誠
グローリアスヴェガ 佐藤茂 コハクノユメ 菅原欣 トレボウソレイユ 鋤田誠
ドリームバンドーム 黒木豊 フィリアーノ 菅原欣 リュウノサーヤ 加藤義

【 距 離 選 択 】 ジャーミネイト 加藤和 フレンチチェリー 井樋一 エクスカテドラ 髙橋俊
ネットで楽しく！楽天競馬 ピースダンス 金田一 ブレリア 井樋一 イッソセレナーデ 中川雅
特 別 ケンデスティニー 金田一 ウェルビーイング 鋤田誠 ヒロノホマレボシ 佐藤茂
Ａ１－② 1700m サンデープリンセス 加藤義 ノブリーデイ 加藤和 ルビースター 加藤和
3日目　10Ｒ 12頭 トリプルプレイ 加藤義 バナナムーン 井樋一 パピードッグ 加藤和

調教師 サウスブルーグラス 中川雅 フェイスタロー 川添明
希 ジェネラルエリア 井樋一 ベストユエンモン 佐藤茂
希 ファクタークニアキ 加藤和

スズカパンサー 金田一
ナムラシングン 川添明
クールシャイン 鈴木正
アポロスマイル 髙橋俊
アースグロウ 菅原欣 Ｂ１－④ 1500m Ｂ２－⑥ 1400m Ｃ１－⑥ 1400m
イリュージョニスト 髙橋俊 1日目　8Ｒ 11頭 4日目　8Ｒ 10頭 2日目　5Ｒ 9頭
マイネルパイオニア 井樋一 調教師 調教師 調教師
エイシンウィンク 菅原欣 カツカモ 川添明 キャメポート 加藤義 クランツリート 鈴木正
シンボリフラッシュ 佐藤茂 マイネルバサラ 金田一 ハクサンフラワー 加藤義 フォートワズワース 加藤和
エールヴィフ 中川雅 ハクサンマズル 加藤義 マルハチアポロン 佐藤茂 ベリッシマ 宗綱泰

ショウケンスター 加藤義 ヴェロニク 加藤義 カトリーヌアエラス 高橋道
希：希望投票馬 サマーソルト 鋤田誠 レインボーヒル 高橋優 サトノトラスト 井樋一

ニードアフレンド 加藤和 グリーンエンプレス 井樋一 シルバーグラス 井樋一
カトリーヌスリジエ 高橋道 セブンパワー 金田一 クリアセーリング 黒木豊
キングドンドルマ 中川雅 オープンセサミ 加藤義 パレスショウグン 井樋一
エイダイインパクト 佐藤茂 パシスタ 髙橋俊 アイスムーン 髙橋俊
マイネルチェスト 高橋優 ジーハーモニー 鋤田誠

サ ル ビ ア 賞 ムンダーナ 鋤田誠
（ 特 別 編 成 ）
Ａ２－①特選 1700m
2日目　10Ｒ 12頭

調教師
ナーラック 金田一
サンライズハイアー 井樋一 山代大田楽湯入れ行列 琴 ヶ 浜 海 岸 名舟大祭御陣乗 太鼓
ノーブルレゼル 鈴木正 特 別 特 別 特 別
レッドエステーラ 佐藤茂 Ｂ２－① 1500m Ｃ１－① 1500m Ｃ２－① 1500m
コトブキレイア 川添明 3日目　9Ｒ 11頭 2日目　9Ｒ 10頭 4日目　12Ｒ 9頭
ハクサンスプリング 加藤義 調教師 調教師 調教師
クラールハーモニー 金田一 アポロニケ 髙橋俊 メイショウナガヨリ 菅原欣 サニーサンピング 加藤和
ムーンランディング 中川雅 サンライズシトラス 井樋一 カナライズ 黒木豊 エイシンバビロン 髙橋俊
エイシンミステリー 中川雅 ハクサンモジャ 加藤義 スウィートイレブン 田嶋幸 ロジシップ 野田幸
シップーコウライ 鈴木正 ハクサンルドルフ 加藤義 デルマエトワール 金田一 ソレイケヤッコ 松野勝
デルマルビー 金田一 コノチヲツナイデ 髙橋俊 シオジレア 鋤田誠 イッツアワターン 加藤和
スノームーンライト 佐藤茂 ラブバルドー 井樋一 エイシンシルエット 室井眞 スイートティアラ 鈴木正

シルヴァーメテオ 加藤和 ジンフィーズ 井樋一 サンダルース 川添明
エクセター 井樋一 ムーンライトアリア 鈴木正 スターオブジーン 川添明
シニスターシックス 川添明 カトリーヌボヌール 高橋道 カトリーヌエミュー 高橋道
フィルモグラフィー 菅原欣 カトリーヌレーヴ 高橋道
アイドゥ 中川雅

飯 田 燈 籠 山 祭 り 賞
（ 特 別 編 成 ）
Ａ２－②特選 1500m
1日目　11Ｒ 12頭

調教師
ポーラーサマー 金田一 アップル味のほぼほぼ競馬チャンネルカップ
デルタ 加藤義 Ｂ２－② 1500m Ｃ１－② 1500m Ｃ２－② 1500m
ララチャン 髙橋俊 3日目　8Ｒ 11頭 2日目　7Ｒ 10頭 4日目　7Ｒ 9頭
エイシンホープ 佐藤茂 調教師 調教師 調教師
ジャストインタイム 松野勝 ブレイブブロッサム 中川雅 ハローグッバイ 鋤田誠 トゥーゲント 髙橋俊
デビルスダンサー 金田一 フィリーズラン 菅原欣 ケイティヒマワリ 高橋優 デルマニョイリン 金田一
ストロングフーヴス 金田一 インフォーマント 加藤和 ドウディ 菅原欣 ウラニア 田嶋幸
リュウノアーダーン 加藤義 フェリスウイング 金田一 エムティーロゼッタ 佐藤茂 ピースゼール 加藤義
マナカフナ 井樋一 ウインドアリエル 野田幸 グランジャー 黒木豊 デルマベンザイテン 金田一
カズマッカレン 加藤義 ケンブリッジカナデ 金田一 デルマニッコウ 金田一 カカンクオン 鈴木正
ウラカワノオト 加藤義 オーミテンペスト 中川雅 ビービーディーン 髙橋俊 コートリーアスペン 金田一
コンパウンダー 川添明 ボストンアプリコ 高橋道 スペシャルトリップ 高橋優 オーダシティー 宗綱泰

ライムワード 黒木豊 ダレモカレモ 高橋優 イーゼル 黒木豊
ラルゲッツァ 加藤義 ケイティローズ 高橋優
スマッシュパワー 高橋道

※ 出走投票日：１日目 ➜ ７月１５日（金）、２日目 ➜ ７月１６日（土）、３日目 ➜ ７月２１日（木）、４日目 ➜ ７月２３日（土）

※ Ａ ２ 級 ① 組 特 選 お よ び ② 組 特 選 は 前 ３ 走 分 の 収 得 賞 金 順 ※

令和４年度 金沢市営第２回【 通算第９回 】金沢競馬　出走馬一覧表

裏 面 に 続 く



４５２頭 №２

牧場主ゆーすけは明日で３８歳記念
Ｃ２－③ 1500m Ｃ２－⑨ 1400m ３歳Ａ－③ 1500m ３歳Ｂ－⑥ 1400m
4日目　6Ｒ 9頭 3日目　6Ｒ 9頭 1日目　3Ｒ 11頭 2日目　2Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ミータカラノテガミ 鋤田誠 メイショウアゲシオ 井樋一 ブレッシングキッス 井樋一 アクアビート 宗綱泰
スカーレットリボン 高橋道 ミッツノチカイ 菅原欣 グラント 金田一 レラアシリ 佐藤茂
エスケープエルエー 宗綱泰 シビルボーイ 菅原欣 アピーリングライフ 井樋一 カゼノカケハシ 川添明
ボーナファイディ 黒木豊 ルクナバード 宗綱泰 エイシンフリッグ 宗綱泰 レディーガーネット 井樋一
セキセキ 菅原欣 ミリノカイザー 吉井一 ライディーン 髙橋俊 キタフラ 金田一
リザラクト 井樋一 ラッキータカチャン 加藤和 スールトウショウ 佐藤茂 カガプリンセス 菅原欣
ナムラロクロー 髙橋俊 ラニカイブルー 室井眞 ワイワイドリーム 加藤和 ダイユウバルキリー 井樋一
ルーアリンド 加藤義 シエルクリーガー 鈴木正 リオラナキラ 鋤田誠 ハートディザイア 中川雅
トキノミライ 加藤和 ヴレ 黒木豊 アイムアグレッシブ 金田一 エンチャント 金田一

シナノコンコルド 加藤義
エンバース 川添明

徳 光 海 岸
祝定年！恩師田中恒雄先生　競馬享楽記念 石 橋 博 之 記 念 特 別 未 勝 利
Ｃ２－④ 1500m Ｃ２－⑩ 1400m ３歳Ｂ－① 1500m ３歳Ｂ－⑦ 1400m
3日目　5Ｒ 9頭 3日目　2Ｒ 9頭 2日目　6Ｒ 10頭 2日目　1Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ミハルプリンセス 菅原欣 ピエールサンデー 吉井一 ハジメテノチュウ 金田一 ピンクパフェ 宗綱泰
アゼツライト 井樋一 ケンイーサリアム 金田一 チサトフェリーチェ 中川雅 スカイ 金田一
リヴァーサル 松野勝 ボンマルコ 室井眞 ナエギジョー 菅原欣 イエローストーン 田嶋幸
リードザウイニング 鋤田誠 ウインドエルドール 野田幸 アーノルド 鋤田誠 パープルテイオー 鈴木正
フィッツカラルド 菅原欣 エリーザベト 室井眞 ウインドエラ 宗綱泰 クラウドクラスター 佐藤茂
カジノノーブル 黒木豊 テラフォーマー 吉井一 アイパラドックス 金田一 ラブティー 加藤和
チェリーフラッシュ 井樋一 サクラレアリゼ 髙橋俊 タマモカラボス 佐藤茂 ヴァハマ 井樋一
ダニューブ 加藤和 ゴールドムーン 川添明 キネンビ 金田一 キタノウェンド 室井眞
ブラッシングリー 加藤和 プリティエレガンス 室井眞 ホーンドムーン 金田一 ケイツークローナ 加藤義

パーシスト 加藤義

祝５年目突入ショコ壱レッツゴースタート賞 燃えろ！！バーニング椎名感謝記念 二 走 表 示 競 走
Ｃ２－⑤ 1500m Ｃ２－⑪ 1400m ３歳Ｂ－② 1400m ３歳Ｂ二走－① 1400m
3日目　4Ｒ 9頭 3日目　1Ｒ 9頭 2日目　4Ｒ 10頭 4日目　1Ｒ 12頭以内

調教師 調教師 調教師
アンクルテイオウ 鈴木正 ブーゲンビリア 髙橋俊 パレスガード 黒木豊 　準重賞を除く３歳編成馬のうち、
フクノレジーナ 室井眞 トーセンストレート 川添明 サウンドステラ 中川雅 後半も出走を希望する馬で、
ビーチリゾート 宗綱泰 ユーロジャイズ 黒木豊 ビップレジアス 金田一 金沢競馬番組、
オフコース 黒木豊 コスモアリーナ 井樋一 スピードクィーン 野田幸 「二走表示競走編成等実施要領」に
マイネルリボーン 髙橋俊 ツーエムプレミアム 中川雅 アロマフォルテ 佐藤茂 基づき編成する。
ハクサンルピナス 加藤義 クロメ 川添明 ナックメロディ 金田一
ゴッドミラクル 井樋一 メイショウテンドウ 川添明 フロンテイラ 田嶋幸 確定格付は７月２０日に発表予定
ハクサンコマチ 加藤義 コパノデナリス 井樋一 エスリーア 髙橋俊
ターンバック 宗綱泰 サムライロード 吉井一 パロクサイダー 中川雅

リトルバーグ 井樋一

【サラブレッド大賞典TR】
サンケイスポーツ杯 若 鮎
準重賞　石川門カップ 特 別

Ｃ２－⑥ 1400m ３歳　金沢デビュー馬 1700m ３歳Ｂ－③ 1400m ２歳－① 1400m
3日目　3Ｒ 9頭 2日目　11Ｒ 12頭 1日目　2Ｒ 10頭 4日目　4Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ケンブリッジベスト 金田一 希 スターフジサン 加藤義 アマゾナイト 宗綱泰 マリンデュンデュン 金田一
シェーンシュタット 加藤和 希 サエチ 髙橋俊 ハイグッドフォルテ 川添明 ジャックトマメノキ 金田一
アイアス 菅原欣 希 キープクライミング 中川雅 テキーラサンライズ 加藤和 ショウガタップリ 髙橋俊
モズノハナミチ 菅原欣 ピースイギー 金田一 ドリーマーイモン 金田一 エムザックローバー 中川雅
ムラサメマル 室井眞 ヤマミウイジン 中川雅 アンネフェ 菅原欣 ピンクビジョン 加藤和
パープルブルーメン 鈴木正 カニフ 金田一 センソラーリオ 菅原欣 ロマンチックボーイ 野田幸
ウィンターリリー 川添明 エヴォラ 佐藤茂 サプライズイベント 宗綱泰 カレイジャス 髙橋俊
マヤノハルモニア 田嶋幸 ヤイバ 加藤義 ヒロシゲローズ 井樋一 ワンキーロケット 加藤義
スタービート 井樋一 サッキーアキュート 加藤義 ツルギヤマブシ 黒木豊 ダークライオン 金田一

サクラマジック 佐藤茂 ミッドナイトブルー 金田一 マーブルミミ 中川雅
エムテイルビー 佐藤茂 ベストオーシャン 鈴木正
ダイセンメイト 鋤田誠

希：希望投票馬

ひ ま わ り 賞
Ｃ２－⑦以下牝馬 1400m ３歳Ｂ－④ 1400m ２歳－② 1400m
4日目　5Ｒ 9頭 1日目　1Ｒ 9頭 4日目　3Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師
ゴールドスピアー 菅原欣 小 舞 子 海 岸 プリンセスコゼット 菅原欣 ダイセンアーサー 鋤田誠
カフェテオドーラ 菅原欣 特 別 エイシンスプレモ 中川雅 カネトシロワン 中川雅
コウユーママママ 髙橋俊 ３歳Ａ－① 1500m ナックメジャー 金田一 ラプタマーベリック 金田一
ジュニアフェザー 鈴木正 1日目　9Ｒ 11頭 タイシタモンダロ 中川雅 オレンジムスメ 金田一
コハルポケット 宗綱泰 調教師 キタノワースアド 中川雅 アオバノキセキ 菅原欣
マジックランプ 金田一 ウインイノセンス 髙橋俊 ブラストワンダー 川添明 フードゥル 金田一
ルリフラワー 田嶋幸 グッドオールド 中川雅 トリコロール 鋤田誠 リュウノファントム 加藤義
ウインドシャルム 野田幸 カルラファクター 金田一 ランビリズマ 加藤義 レーブドフェイス 金田一
マティス 黒木豊 ゲンパチラブハート 金田一 ハクサンディーバ 加藤義 ビックバンブー 金田一

マイネルヘリテージ 井樋一 ソアソア 川添明
ミスシャーロック 中川雅 ティアン 佐藤茂
タマモトレゾール 加藤和
チョコレートミルク 松野勝
ハルノトゥーリ 金田一
スピリットサント 佐藤茂

Ｃ２－⑧ 1400m ビーブルー 金田一 ３歳Ｂ－⑤ 1400m ２ 歳 新 馬 戦
4日目　2Ｒ 9頭 2日目　3Ｒ 9頭

調教師 調教師 　当該競走は、編成する頭数が６頭に
アンザンタカヒロ 吉井一 ラピードフラッシュ 加藤和 満たなかったため、編成しない。
シルバーテゾロ 井樋一 アガタテマリ 菅原欣
レイクプラン 加藤義 ライフゴーズオン 加藤和
エイシンアレグロ 井樋一 ３歳Ａ－② 1400m マハロマヤ 菅原欣
スペースレオーネ 井樋一 1日目　7Ｒ 11頭 デルマリリス 金田一
スワーヴアーサー 中川雅 調教師 ヤマカツメリッサ 高橋優
コスモクウ 川添明 アストロロジー 髙橋俊 カルトナージュ 黒木豊
マヤノハイヌーン 田嶋幸 インプロア 加藤義 ペガール 黒木豊
レイズアチアー 室井眞 エクメディレーザー 加藤義 サテンスキー 菅原欣

リブラソナチネ 鋤田誠
ヤマカツハニー 高橋優
ビナプリンセス 加藤和
ハクサンメモリー 加藤義
ゴールドジャッジ 中川雅
マブアロンジェ 松野勝
コロッケ 菅原欣
シュペルブ 宗綱泰

　　　　　　☆　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

   

令和４年度 金沢市営第２回【 通算第９回 】金沢競馬　出走馬一覧表

※ Ａ ２ 級 ① 組 特 選 お よ び ② 組 特 選 は 前 ３ 走 分 の 収 得 賞 金 順 ※

※ 出走投票日：１日目 ➜ ７月１５日（金）、２日目 ➜ ７月１６日（土）、３日目 ➜ ７月２１日（木）、４日目 ➜ ７月２３日（土）
　　　変 更 す る こ と が あ る 。


