
５０７頭 №１

【 距 離 選 択 】
メ ラ ン ポ ジ ウ ム スマホで投票楽天競馬！ 手取川サーモンフィッシング 千枚田あぜのきらめき
特 別 特 別 特 別 特 別
Ａ１－① 1900m Ｂ１－① 1700m Ｂ２－① 1500m Ｃ１－① 1400m
4日目　12Ｒ 12頭 2日目　8Ｒ 12頭 3日目　11Ｒ 12頭 3日目　7Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ハクサンアマゾネス 加藤義 希 マイネルチェスト 高橋優 エクスカテドラ 髙橋俊 スウィートイレブン 田嶋幸
ベニスビーチ 中川雅 希 アルカウン 井樋一 ラブバルドー 井樋一 シオジレア 鋤田誠
フューリアス 髙橋俊 希 ネイバーアイランド 鋤田誠 ムンダーナ 鋤田誠 アイムアグレッシブ 金田一
ファストフラッシュ 鈴木正 リュウノアーダーン 加藤義 ウェルビーイング 鋤田誠 ロバリアスピード 菅原欣
アイバンホー 金田一 タッシーベリンダ 加藤義 ベストユエンモン 佐藤茂 レインボーヒル 高橋優
トウショウデュエル 佐藤茂 ムーンランディング 中川雅 ナリノヴィエンヌ 佐藤茂 カイジンウェーヴ 中川雅
ブルベアパンサー 菅原欣 エイトマイル 井樋一 カフェリリー 菅原欣 ゲンパチラブハート 金田一
ネオアマゾネス 井樋一 ストロングフーヴス 金田一 ステイグリーン 黒木豊 ブライトアクトレス 中川雅
ハイパーステージ 加藤義 ノボノンノン 佐藤茂 イッツアワターン 加藤和 フェイスタロー 川添明
ナムラシングン 川添明 エイシンシルエット 室井眞 フリューリング 菅原欣 ベッペ 川添明
エムティアンジェ 佐藤茂 ラグローリア 金田一 フィルモグラフィー 菅原欣 ジンフィーズ 井樋一
アイメイドイット 中川雅 クラールハーモニー 金田一 エイシンハンニバル 加藤和    

           
希：希望投票馬            

   
【 距 離 選 択 】  板橋競馬倶楽部宅建大合格記念

ネットで楽天競馬を楽しもう！ Ｂ１－② 1500m Ｂ２－② 1400m Ｃ１－② 1500m
特 別 2日目　6Ｒ 12頭 3日目　9Ｒ 12頭 3日目　6Ｒ 11頭
Ａ１－② 1900m 調教師 調教師 調教師
3日目　10Ｒ 12頭 希 ブレイブブロッサム 中川雅 リチェルカ 加藤義 エムケードリーム 中川雅

調教師 希 スペシャルサンデー 高橋道 ダージリンクーラー 中川雅 ノースヒビキ 髙橋俊
サンライズハイアー 井樋一 希 バナナムーン 井樋一 リンクスエルピス 井樋一 ケイティヒマワリ 高橋優
クールシャイン 鈴木正 希 ピエナパプリカ 鋤田誠 ガニアン 鋤田誠 パレスガード 黒木豊
ブラックアピス 中川雅 希 アルティマックス 佐藤茂 ハクサンマズル 加藤義 トーテムポール 加藤義
ファクタークニアキ 加藤和 希 ショウケンスター 加藤義 アイロンワークス 金田一 ノブリーデイ 室井眞
マーミンラブ 中川雅 希 サンデープリンセス 加藤義 アイスムーン 髙橋俊 カスターニャルーナ 井樋一
エイシンウィンク 菅原欣 プラットフォーマー 加藤和 ダレモカレモ 高橋優 ナムラマカルー 髙橋俊
イリュージョニスト 髙橋俊 トリプルプレイ 加藤義 ストーミーバローズ 加藤義 ピースゼール 加藤義
アットザヘルム 中川雅 ルビースター 加藤和 ウィンターリリー 川添明 カカンクオン 鈴木正
ノーブルレゼル 鈴木正 グレートフォーユー 加藤和 カニフ 金田一 カトリーヌボヌール 高橋道
フジヤマブシ 黒木豊 ナイトスターリリー 高橋優 ケンブリッジカナデ 金田一    
イクゼファイターズ 中川雅            
コトブキレイア 川添明 希：希望投票馬            

            
            
【金沢競馬ランチタイムプレミアム】
【 距 離 選 択 】  【金沢競馬ランチタイムプレミアム】
ずっと落ち着きがないままでいて記念 紫 苑 賞 持田裕☆馬主は夢でした記念

Ｊ Ｒ Ａ 交 流 Ｂ１－③ 1400m Ｂ２－③以下牝馬 1400m Ｃ１－③ 1500m
加 賀 白 山 賞 2日目　4Ｒ 12頭 3日目　8Ｒ 12頭 3日目　5Ｒ 11頭
３歳上：ＪＲＡ１勝クラス 調教師 調教師 調教師
金沢Ａ２①以下Ｂ１級以上 1500m 希 アレレブルー 加藤義 キャメポート 加藤義 ヒロノホマレボシ 佐藤茂
2日目　7Ｒ 12頭以内 希 オーミテンペスト 中川雅 ブレリア 井樋一 リードザウイニング 鋤田誠

調教師 希 ヴィトラス 髙橋俊 エイシンヒスイ 井樋一 スカーレットリボン 高橋道
J グルーヴビート 矢作芳 希 シュネルン 髙橋俊 ボストンアプリコ 高橋道 アウリイ 川添明
J ガムラン 高橋忠 アポロニケ 髙橋俊 パーシスト 加藤義 デルマニョイリン 金田一
J ボニンブルー 小崎憲 サマーソルト 鋤田誠 マラムレシュ 黒木豊 ベリッシマ 宗綱泰
J リツィタル 牧田和 シニスターシックス 川添明 ナタラディーヴァ 菅原欣 スワッグレコード 川添明
J スエヒロヴァン 藤澤則 アーニングフェイム 菅原欣 ハートリープ 川添明 オープンセサミ 加藤義
J クリノツッチャン 伊藤伸 ニードアフレンド 加藤和 グローリアステラ 佐藤茂 ヤイバ 加藤義

J補 アスターナランハ 南井克 アンシンカブル 佐藤茂 エヴォラ 佐藤茂 ハルカナネガイ 高橋優
J補 デームフォーチュン 高野友 ギンチャン 黒木豊 ピノーク 川添明 プリモプレミオ 高橋優

スノームーンライト 佐藤茂 アオイフェリーチェ 加藤和 ダニューブ 加藤和    
ノボリターン 佐藤茂           
デビルスダンサー 金田一 希：希望投票馬            
カズマッカレン 加藤義
デルタ 加藤義   【金沢競馬ランチタイムプレミアム】
キープクライミング 中川雅 リオアスナブル生誕記念 楽天競馬で能登牛ハンバーグが当たる！賞 持田裕☆馬たくさん買いました記念

Ｂ１－④ 1500m Ｂ２－④ 1500m Ｃ１－④ 1500m
Ｊ：中央所属馬 1日目　11Ｒ 12頭 4日目　10Ｒ 12頭 3日目　4Ｒ 11頭
Ｊ補：中央補欠馬 調教師 調教師 調教師
希望投票馬なし ウインドアリエル 野田幸 ウインイノセンス 髙橋俊 ハクサンメモリー 加藤義

ミルメルシー 宗綱泰 ドウディ 菅原欣 スマートアクシオン 井樋一
中央所属馬は６頭以内 グシチャンノカゼ 加藤義 ケンイーサリアム 金田一 エイシンバビロン 髙橋俊
確定格付は１０月７日午後発表予定 サンライズシトラス 井樋一 チャリタブルソート 髙橋俊 アンクルダッシュ 中川雅

サンライズアポロン 黒木豊 セブンパワー 金田一 ヒマワリオジョウ 鋤田誠
ソジュン 井樋一 ライムワード 黒木豊 ブロウンアウェイ 髙橋俊
フォルテベローチェ 佐藤茂 オーミシンゲン 鈴木正 カトリーヌレーヴ 高橋道
インフォーマント 加藤和 スマッシュパワー 高橋道 スイートティアラ 鈴木正
ネバーランド 井樋一 セイカアーナンダイ 室井眞 イッソセレナーデ 中川雅

楽天競馬で特産品キャンペーン実施中！ ジャーミネイト 加藤和 ビービーディーン 髙橋俊 アンクルテイオウ 鈴木正
特 別 エムティキラリ 佐藤茂 アゼツライト 井樋一 カンノンアラシ 井樋一
Ａ２－② 1700m オーミロゼッタ 中川雅 チェルビックヒム 髙橋俊    
1日目　10Ｒ 12頭            

調教師             
コンパウンダー 川添明
ポーラーサマー 金田一    
ハクサンスプリング 加藤義 圭二＆鈴佳親子同じ誕生日９．７記念   
スタイルユアセルフ 鋤田誠 Ｂ１－⑤ 1500m Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－⑤ 1500m
スペシャリティ 鋤田誠 1日目　9Ｒ 12頭 4日目　9Ｒ 12頭 4日目　7Ｒ 11頭
トミケンベレムド 加藤義 調教師 調教師 調教師
ウラカワノオト 加藤義 ハクサンフラワー 加藤義 ボンドロール 黒木豊 グローリアスライブ 金田一
マナカフナ 井樋一 ドリームバンドーム 黒木豊 ブーゲンビリア 髙橋俊 ターンバック 宗綱泰
サウスブルーグラス 中川雅 コスモシェルパ 井樋一 ラルゲッツァ 加藤義 フクノレジーナ 室井眞
ロードリスペクト 髙橋俊 エイリアス 黒木豊 ハジメテノチュウ 金田一 コウユーママママ 髙橋俊
キングドンドルマ 中川雅 カツカモ 川添明 ジーハーモニー 鋤田誠 ヤマカツリーダー 黒木豊
デルマルビー 金田一 グッドオールド 中川雅 グランエクセレント 黒木豊 サンデッドウッド 中川雅

トウショウドラフタ 佐藤茂 セキセキ 菅原欣 サッキーアキュート 加藤義
ビーブルー 金田一 ポートメイリオン 菅原欣 ウラニア 田嶋幸
ポロス 加藤義 ロングテール 加藤和 トレボウソレイユ 鋤田誠
エイダイインパクト 佐藤茂 スカイ 金田一 カトリーヌエミュー 高橋道
アロマフォルテ 佐藤茂 タマモトレゾール 加藤和 シュペルブ 宗綱泰
ハクサンルドルフ 加藤義 ヴェロニク 加藤義    
        
           

   
エルぽき４周年＆ｖｏｒｔｅｘ建設記念杯  有限会社持田商事の持田裕です記念
Ｂ１－⑥ 1400m Ｂ２－⑥ 1400m Ｃ１－⑥ 1500m
1日目　8Ｒ 12頭 4日目　8Ｒ 12頭 4日目　6Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師
エイシンヌウシペツ 中川雅 ムーンライトアリア 鈴木正 マイネルリボーン 髙橋俊
スペシャルトリップ 高橋優 メイショウナガヨリ 菅原欣 オンタケサン 中川雅
ソルフィネット 黒木豊 ハーモニーロータス 髙橋俊 タキトゥス 井樋一
ダブルマーク 鈴木正 ゴールドスピアー 菅原欣 エクセルレジェンド 宗綱泰
カウイダンス 高橋優 ダンスインザスノー 井樋一 ハクサンルピナス 加藤義
アイドゥ 中川雅 ハローグッバイ 鋤田誠 シェーンシュタット 加藤和
アナザーヴィータ 井樋一 トゥーゲント 髙橋俊 カルチャーバリュー 井樋一
ランダムストーリー 井樋一 ロジシップ 野田幸 エクメディダイヤ 金田一
カトリーヌスリジエ 高橋道 リブラソナチネ 鋤田誠 サリーチャン 佐藤茂
ピースイギー 金田一 ペイシャゴンジセ 川添明 スクリーニング 金田一
シルヴァーメテオ 加藤和 メイショウシャチ 宗綱泰 スターオブジーン 川添明
ヴリルエリーゼ 加藤和 コウエイスパークル 室井眞    

令和４年度 石川県営第１２回【 通算第１５回 】金沢競馬　出走馬一覧表

※ Ｃ ２ 級 特 選 ・ ② ・ ③ ・ ④ 組 は 前 ３ 走 分 の 収 得 賞 金 順 ※



５０７頭 №２

【ＧＲＡＮＤＡＭＥ－ＪＡＰＡＮ２０２２】
ＪＲＡ認定　北國新聞社杯
重賞　第７回　金沢シンデレラカップ

  川添裕起☆４０才記念 ２歳牝馬
Ｃ１－⑦ 1400m Ｃ２－④ 1500m Ｃ２－⑩ 1400m 地方全国交流 1500m
4日目　3Ｒ 11頭 2日目　1Ｒ 11頭 2日目　10Ｒ 11頭 4日目　11Ｒ 12頭

調教師 調教師 調教師 調教師
エコロマリン 川添明 オッカナイ 加藤和 ホウオウモンスター 加藤和 浦 アトカラツイテクル 宇野博
キープオンラビン 中川雅 ルーシッド 加藤和 ヘヴンリースター 井樋一 兵 カタラ 諏訪貴
ザガーロ 金田一 シビルボーイ 菅原欣 レクレールドパリ 井樋一 北 ライトニングブルー 田中淳
サンダルース 川添明 スリーエクセレント 髙橋俊 コスモアリーナ 井樋一 北 エイシンレゲンダ 田中淳
カトリーヌアエラス 高橋道 カフェテオドーラ 菅原欣 デルマワルキューレ 金田一 北 キモンアップル 田中淳
ミュージアムピース 金田一 スマートメソッド 井樋一 ヴェーチェル 川添明 北 インプローヴィング 角川秀
クランツリート 鈴木正 シエルクリーガー 鈴木正 カルトナージュ 黒木豊 希 ショウガタップリ 髙橋俊
ルーアリンド 加藤義 レディーガーネット 井樋一 ソメット 髙橋俊 希 カレイジャス 髙橋俊
クラウドクラスター 佐藤茂 ボディダブル 井樋一 マハロマヤ 菅原欣 ダイヤモンドライン 佐藤茂
サトノトラスト 井樋一 マティス 黒木豊 テッシトゥーラ 髙橋俊 ケイパブル 中川雅
フォートワズワース 室井眞 ラニカイブルー 室井眞 ハートディザイア 中川雅 ミオソフィア 中川雅
        エイシンメリダ 佐藤茂
           
            ※交流馬は収得賞金順

   
 ノ エ ル ル ー ジ ュ 賞 川添裕起☆４０勝記念 ○補欠馬（繰り上がり順）11頭
Ｃ１－⑧ 1400m Ｃ２－⑤以下牝馬 1400m Ｃ２－⑪ 1400m 調教師
4日目　2Ｒ 11頭 1日目　7Ｒ 11頭 2日目　9Ｒ 11頭 補①浦 ニッショウミライ 酒井一

調教師 調教師 調教師 補②大 スイープステークス 蛯名雄
カジノノーブル 黒木豊 タートザッヘ 加藤和 アンダーレ 菅原欣 補③北 キューティロメラ 田中淳
コスモクウ 川添明 ウインドシャルム 野田幸 クロメ 川添明 補④北 オンネマトカ 田中淳
コロッケ 菅原欣 ラカンパネラ 中川雅 ギンリン 加藤和 補⑤大 フィリピーヌ 福永敏
パピードッグ 加藤和 ピエールサンデー 吉井一 ビューティフルラブ 黒木豊 補⑥北 コパノオレゴン 角川秀
ミハルプリンセス 菅原欣 ダイセンメイト 鋤田誠 アクアビート 宗綱泰 補⑦船 フークエンジェル 米谷康
ビッグクロワール 川添明 ホーンドムーン 金田一 ケイツークローナ 加藤義 補⑧大 ボヌールバローズ 福永敏
ボーナファイディ 黒木豊 デルマゴモリー 金田一 カゼノカケハシ 川添明 補⑨北 レモンアイカー 角川秀
イーゼル 黒木豊 アニーアイル 川添明 マサハヤブッカーズ 高橋優 補⑩北 ラビュリントス 田中淳
エクメディレーザー 加藤義 エイシンフリッグ 宗綱泰 ダイユウバルキリー 井樋一 補⑪北 アニモミホ 齊藤正
ジャンヌサンライズ 菅原欣 ラブリースマッシュ 菅原欣 サノバレー 加藤和
リヴァーサル 髙橋俊 ツルギヤマブシ 黒木豊 ペガール 黒木豊 北：北海道、浦：浦和、大：大井、
       船：船橋、兵：兵庫
          
            補①～⑪：補欠馬（繰り上がり順）

   希：希望投票馬
もとむらまみ＃３８おめでとう記念 テンテンの日記念　点染テンセイ少女。杯 白河オトウト生誕記念
Ｃ１－⑨ 1400m Ｃ２－⑥ 1400m Ｃ２－⑫ 1400m 　出走予定馬が辞退した場合は、
3日目　1Ｒ 11頭 1日目　6Ｒ 11頭 1日目　3Ｒ 11頭 補欠順位上位の馬より繰り上げる。

調教師 調教師 調教師 　交流馬の確定は１０月１１日午後５時頃の予定。
シルバーテゾロ 井樋一 バレーノロッソ 菅原欣 サテンスキー 菅原欣
ナックメジャー 金田一 イイデチャンプ 佐藤茂 トリコロール 鋤田誠
エムテイルビー 佐藤茂 ショスタコーヴィチ 菅原欣 ヤマカツオードリー 高橋優
ブラストワンダー 川添明 ミリノカイザー 吉井一 イドロボニータ 佐藤茂 【金沢競馬ランチタイムプレミアム】
スタービート 井樋一 ルクナバード 宗綱泰 エルイエロ 中川雅 ２歳－② 1500m
アンザンタカヒロ 吉井一 メイショウナスカ 加藤和 クールドレーヌ 髙橋俊 4日目　5Ｒ 10頭
テキーラサンライズ 加藤和 ダンツアスカ 黒木豊 ブタンタン 加藤和 調教師
タマテバコ 宗綱泰 ラッキータカチャン 加藤和 フランドルブリエ 川添明 マリンデュンデュン 金田一
オーダシティー 宗綱泰 ウインシュプリーム 加藤和 カフー 菅原欣 エムザックローバー 中川雅
ハクサンコマチ 加藤義 テラフォーマー 吉井一 ブーケコサージュ 菅原欣 ノブノビスケッツ 加藤和
エスケープエルエー 宗綱泰 ミイヒダンサー 金田一 ダフニス 髙橋俊 ジャックトマメノキ 金田一
      マリンビッグボス 金田一
          ベストオーシャン 鈴木正
            エクメディノキセキ 加藤義

モズアンカー 佐藤茂
鹿 島 の 森   ワンキーロケット 加藤義
特 別 橋本康央☆恵理結婚式４次会みんなで乾杯 大寺記念～人生一度はやってみたかった～ リュウノファントム 加藤義
Ｃ２－① 1400m Ｃ２－⑦ 1500m Ｃ２－⑬ 1400m
2日目　5Ｒ 11頭 1日目　5Ｒ 11頭 1日目　2Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師
コパノライナス 井樋一 パープルツバメ 鈴木正 サムライロード 吉井一 ２歳－③ 1400m
アピーリングライフ 井樋一 アーノルド 鋤田誠 ジェリービーンロウ 井樋一 4日目　4Ｒ 9頭
リザラクト 井樋一 サンウエストウッド 佐藤茂 ネクストリーダー 加藤義 調教師
ヴェルーリヤ 加藤義 フィールドノア 井樋一 クイーンオブチェコ 金田一 ロマンチックボーイ 野田幸
プロットツイスト 金田一 パールアゲイン 加藤義 ワンダフルサマー 髙橋俊 カネトシロワン 中川雅
マブアロンジェ 髙橋俊 スピードクィーン 野田幸 ベルウッドスカイ 加藤義 エイシンペリドット 中川雅
シンシナティ 金田一 チサトフェリーチェ 中川雅 プリマグランツ 高橋優 ダークライオン 金田一
ミッツノチカイ 菅原欣 ピンクコーラル 田嶋幸 イエローストーン 田嶋幸 オパールリング 井樋一
ビーチリゾート 宗綱泰 スイートザーズ 金田一 キタフラ 金田一 レーブドフェイス 金田一
ジュニアフェザー 鈴木正 ダンスデミルリトン 中川雅 ミスオタワ 中川雅 ティンドラ 金田一
タイシタモンダロ 中川雅 ナエギジョー 菅原欣 スヴィルカーチ 田嶋幸 ジーエイチグールド 鋤田誠
       ビックバンブー 金田一
          
            

 【金沢競馬ランチタイムプレミアム】 【 ３ 歳 馬 限 定 】 持田裕☆馬主になったよ記念
 もーちゃん二十歳おめでとう記念 スポーツの日若い力カップ ２歳－④ 1400m
Ｃ２－② 1400m Ｃ２－⑧ 1500m Ｃ２－⑭ 1400m 3日目　3Ｒ 9頭
2日目　3Ｒ 11頭 1日目　4Ｒ 11頭 1日目　1Ｒ 11頭 調教師

調教師 調教師 調教師 ラステラブリランテ 鋤田誠
サムライバカンス 佐藤茂 レイ 鈴木正 ドンクライベイビー 菅原欣 ソアソア 川添明
サトルアプローチ 金田一 ナムラロロ 井樋一 ヒールズユアペイン 室井眞 ウィンシンプリー 川添明
マヤノハルモニア 田嶋幸 リトルバーグ 井樋一 モヒート 田嶋幸 ラプタマーベリック 金田一
フィッツカラルド 菅原欣 チャームポイント 井樋一 アレナリア 高橋優 ブルーシャトー 金田一
サクセスソング 鋤田誠 サウンドステラ 中川雅 ジャストビギニング 加藤義 オレンジムスメ 金田一
ホイッスルベイト 髙橋俊 キタブランコ 金田一 アオイタマヒメ 加藤義 サッキーエターナル 加藤義
ワイズマンコート 加藤和 ロイエンタール 中川雅 レッツドゥイット 佐藤茂 オルゾ 髙橋俊
サフランルーラー 高橋優 クリノクークラン 菅原欣 ユキゲショウ 川添明 ロンドンデリー 田嶋幸
タマモカラボス 佐藤茂 アマゾナイト 宗綱泰 ベルウッドメルシー 加藤義    
サクラマジック 佐藤茂 エリーザベト 室井眞 リリーズメモリー 田嶋幸
パープルブルーメン 鈴木正 デンタルバルーン 金田一 デルマデミウルゴス 金田一
       ２歳－⑤ 1400m
          3日目　2Ｒ 9頭
            調教師

アイドラゴン 金田一
   コンサイダー 髙橋俊
  二 走 表 示 競 走 キタシャーデー 加藤義
Ｃ２－③ 1400m Ｃ２－⑨ 1400m Ｃ２二走－① 1400m カイエン 高橋優
2日目　2Ｒ 11頭 2日目　11Ｒ 11頭 4日目　1Ｒ 12頭以内 サノノビスケッツ 加藤和

調教師 調教師 ウインドメイヒメ 野田幸
ルリフラワー 田嶋幸 アーストラベル 菅原欣 　Ｃ２級編成馬のうち、 フォルハッシーナ 菅原欣
ウインドエルドール 野田幸 ムジョウ 加藤和 後半も出走を希望する馬で、 ナックホリデー 金田一
リヴァージュ 鋤田誠 エコロガナドール 加藤和 金沢競馬番組、 アップチェリー 中川雅
ウインドエラ 宗綱泰 ドリーマーイモン 金田一 「二走表示競走編成等実施要領」に
レイクプラン 加藤義 エスリーア 髙橋俊 基づき編成する。
グラント 金田一 サプライズイベント 宗綱泰
コパノデナリス 井樋一 プリンセスコゼット 菅原欣 確定格付は１０月１２日に発表予定 【２歳新馬戦】
ビナプリンセス 加藤和 フロンテイラ 田嶋幸  　当該競走は、編成する頭数が６頭に
スペースレオーネ 井樋一 ハクサンディーバ 加藤義  満たなかったため、編成しない。
ブレッシングキッス 井樋一 デンドロビウム 川添明  
コハルポケット 宗綱泰 クラシカルオーサー 田嶋幸  

　　　　　　☆　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 石川県営第１２回【 通算第１５回 】金沢競馬　出走馬一覧表

　　　変 更 す る こ と が あ る 。

※ Ｃ ２ 級 特 選 ・ ② ・ ③ ・ ④ 組 は 前 ３ 走 分 の 収 得 賞 金 順 ※


