
４９２頭 №１

ネットで買うなら楽天競馬 デイリースポーツ杯 山 茶 花
特 別 準重賞　能登波の花賞 特 別
Ａ１－① 1700m Ｂ１級 1700m Ｂ２－① 1500m Ｂ２－⑧ 1400m
5日目　10Ｒ 12頭 2日目　10Ｒ 12頭 3日目　8Ｒ 10頭 4日目　8Ｒ 10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 ナリノヴィエンヌ 佐藤茂 ハクサンフラワー 加藤義 エースアクシス 井樋一
オヌシナニモノ 佐藤茂 希 アルカウン 井樋一 ビジョ 金田一 ロングテール 加藤和
スーパーバンタム 鈴木正 希 フォルテベローチェ 佐藤茂 ハクサンメモリー 加藤義 ダニューブ 加藤和
スズカパンサー 金田一 希 ウインイノセンス 髙橋俊 チャリタブルソート 髙橋俊 セイカアーナンダイ 室井眞
エムティアンジェ 佐藤茂 希 サンライズシトラス 井樋一 ポロス 加藤義 ダイチヴィット 中川雅
ネオアマゾネス 井樋一 希 ガラチコ 加藤義 ランダムストーリー 井樋一 クラウドクラスター 佐藤茂
サンレイファイト 井樋一 デルマルビー 金田一 ネバーランド 井樋一 ロバリアスピード 菅原欣
ブルベアパンサー 菅原欣 シップーコウライ 鈴木正 エイシンギフト 佐藤茂 ナタラディーヴァ 菅原欣
ハイパーステージ 加藤義 ロードリスペクト 髙橋俊 メイショウナガヨリ 菅原欣 ハートリープ 川添明
サンライズハイアー 井樋一 ルビースター 加藤和 リチェルカ 加藤義 ビービーディーン 髙橋俊
オリベ 中川雅 アレレブルー 加藤義
ジェネラルエリア 井樋一 タッシーベリンダ 加藤義

   
希：希望投票馬   トミタオート開業記念

Ｂ２－② 1400m Ｂ２－⑨ 1400m
 3日目　7Ｒ 10頭 4日目　7Ｒ 10頭
 調教師 調教師

楽天競馬で５０名様に現金１万円が当たる！  アロマフォルテ 佐藤茂 ムーンライトアリア 鈴木正
特 別 上村、岡になるってよ祝結婚 オーミロゼッタ 中川雅 キープオンラビン 中川雅
Ａ１－② 1700m Ｂ１－② 1500m カトリーヌスリジエ 高橋道 ロジシップ 野田幸
3日目　9Ｒ 12頭 2日目　8Ｒ 10頭 エムオータイショウ 佐藤茂 シオジレア 鋤田誠

調教師 調教師 コスモシェルパ 井樋一 ブーゲンビリア 髙橋俊
ブラックアピス 中川雅 スリーマイトコーズ 菅原欣 エムザックヒーロー 加藤義 ピノーク 川添明
クールシャイン 鈴木正 アンシンカブル 佐藤茂 エイリアス 黒木豊 サクラオーラ 中川雅
リュウノセンター 加藤義 エイトマイル 井樋一 タマモトレゾール 加藤和 ジーハーモニー 鋤田誠
ファクタークニアキ 加藤和 サンデープリンセス 加藤義 エクスカテドラ 髙橋俊 ハーモニーロータス 髙橋俊
ヴェノム 中川雅 アオイフェリーチェ 加藤和 ソルフィネット 黒木豊 チェルビックヒム 髙橋俊
マーミンラブ 中川雅 スペシャルサンデー 高橋道
アポロスマイル 髙橋俊 カイジンウェーヴ 中川雅
スノームーンライト 佐藤茂 オーミテンペスト 中川雅
ブレーヴユニコーン 菅原欣 ストロングフーヴス 金田一 柊
ノーブルレゼル 鈴木正 スールトウショウ 佐藤茂 特 別
アットザヘルム 中川雅   Ｂ２－③ 1400m Ｃ１－① 1400m
シンボリフラッシュ 佐藤茂    3日目　5Ｒ 10頭 3日目　6Ｒ 10頭

    調教師 調教師
トウショウドラフタ 佐藤茂 オープンセサミ 加藤義

 ポートメイリオン 菅原欣 トーテムポール 加藤義
北平涼さん、公認会計士試験合格祈願杯 ダンスインザスノー 井樋一 エクセルレジェンド 宗綱泰
Ｂ１－③ 1400m カフェリリー 菅原欣 ゴールドスピアー 菅原欣

【 距 離 選 択 】 2日目　6Ｒ 10頭 ベストユエンモン 佐藤茂 アイムアグレッシブ 金田一
楽天競馬で金沢おでんが当たる！ 調教師 ヘリオシース 野田幸 トゥーゲント 髙橋俊
特 別 ヴィトラス 髙橋俊 アナザーヴィータ 井樋一 セキセキ 菅原欣
Ａ２－① 1700m トーセンアルル 井樋一 スペシャルトリップ 高橋優 ヴェロニク 加藤義
2日目　9Ｒ 12頭 リンクスエルピス 井樋一 ダブルマーク 鈴木正 サリーチャン 佐藤茂

調教師 エイシンシルエット 室井眞 グランエクセレント 黒木豊 ゲンパチラブハート 金田一
希 ノボリターン 佐藤茂 アルティマックス 佐藤茂

エイシンウィンク 菅原欣 ナイトスターリリー 高橋優
イリュージョニスト 髙橋俊 カツカモ 川添明
マイネルパイオニア 井樋一 ラグローリア 金田一 悦子姫☆ハーフアニバーサリー記念
デビルスダンサー 金田一 インフォーマント 加藤和 Ｂ２－④ 1500m Ｃ１－② 1500m
イクゼファイターズ 中川雅 バナナムーン 井樋一 5日目　11Ｒ 10頭 3日目　3Ｒ 10頭
コトブキレイア 川添明   調教師 調教師
コンパウンダー 川添明     フリューリング 菅原欣 シルバーグラス 井樋一
キープクライミング 中川雅     エイシンハンニバル 加藤和 アピールデザイン 中川雅
ポーラーサマー 金田一     キャメポート 加藤義 ヒマワリオジョウ 鋤田誠
サクラルコール 金田一 マノンルージュ 鈴木正 コウエイスパークル 室井眞
ハクサンスプリング 加藤義  ヴリルエリーゼ 加藤和 グリーンエンプレス 井樋一

みんなでキレイに！金沢競馬賞 アイドゥ 中川雅 レインボーヒル 高橋優
希：希望投票馬 Ｂ１－④ 1500m ラブバルドー 井樋一 ハローグッバイ 鋤田誠

1日目　5Ｒ 10頭 ウィンターリリー 川添明 ブラストワンダー 川添明
調教師 ムンダーナ 鋤田誠 パレスガード 黒木豊

マイネルチェスト 高橋優 ミュージアムピース 金田一 ノースヒビキ 髙橋俊
グッドオールド 中川雅
ジャストインタイム 髙橋俊

【 距 離 選 択 】 コパノピッチング 高橋優
金箔生産ほぼ１００％金沢杯 エイシンヌウシペツ 中川雅 イイニクの日能登牛　てらおか風舎記念 ノリピー金沢２歳馬名付親記念
Ａ２－②特別 1500m クラールハーモニー 金田一 Ｂ２－⑤ 1500m Ｃ１－③ 1500m
1日目　8Ｒ 12頭 リードキングダム 黒木豊 5日目　9Ｒ 10頭 3日目　2Ｒ 10頭

調教師 ピエナパプリカ 鋤田誠 調教師 調教師
希 スペシャリティ 鋤田誠 トリプルプレイ 加藤義 フィルモグラフィー 菅原欣 リブラソナチネ 鋤田誠

カンパニョーラ 中川雅 エヴォラ 佐藤茂 ブレリア 井樋一 ペイシャゴンジセ 川添明
スタイルユアセルフ 鋤田誠   ウェルビーイング 鋤田誠 メイショウシャチ 宗綱泰
スキルショット 髙橋俊     ステイグリーン 黒木豊 ムジョウ 加藤和
ムーンランディング 中川雅     ルーシッド 加藤和 ベッペ 川添明
ウラカワノオト 加藤義     ダレモカレモ 高橋優 アピーリングライフ 井樋一
リュウノアーダーン 加藤義 カニフ 金田一 スウィートイレブン 田嶋幸
マナカフナ 井樋一  マラムレシュ 黒木豊 フェイスタロー 川添明
サエチ 髙橋俊 お土産にはハッピー君ぬいぐるみ♪賞 パーシスト 加藤義 リードザウイニング 鋤田誠
サウスブルーグラス 中川雅 Ｂ１－⑤ 1500m ダージリンクーラー 中川雅 デルマニョイリン 金田一
プラットフォーマー 加藤和 1日目　4Ｒ 10頭
キングドンドルマ 中川雅 調教師

シニスターシックス 川添明
希：希望投票馬 バイシクルキック 鋤田誠 英次さん厚生労働大臣表彰おめでとう記念 川﨑あもちゃんお誕生日１１月２０日記念☆

ニードアフレンド 加藤和 Ｂ２－⑥ 1400m Ｃ１－④ 1500m
シルヴァーメテオ 加藤和 5日目　8Ｒ 10頭 3日目　1Ｒ 10頭
ハジメテノチュウ 金田一 調教師 調教師
ピースイギー 金田一 セブンパワー 金田一 プレイマウント 井樋一
ショウケンスター 加藤義 スピリットサント 佐藤茂 ナックメジャー 金田一
アポロニケ 髙橋俊 ストーミーバローズ 加藤義 エイシンバビロン 髙橋俊
シュネルン 髙橋俊 ライムワード 黒木豊 シュペルブ 宗綱泰
ハクサンルドルフ 加藤義 ガニアン 鋤田誠 カンノンアラシ 井樋一
  ハクサンマズル 加藤義 カカンクオン 鈴木正
   ケンブリッジカナデ 金田一 ヤイバ 加藤義
    アイスムーン 髙橋俊 ケイティヒマワリ 高橋優
    オーミシンゲン 鈴木正 ノブリーデイ 室井眞

グローリアステラ 佐藤茂 ナムラマカルー 髙橋俊
 
ランチにオススメ！場内グルメ賞
Ｂ１－⑥ 1400m
1日目　3Ｒ 10頭 スマホで投票楽天競馬賞 ビ オ ラ 賞

調教師 Ｂ２－⑦ 1500m Ｃ１－⑤以下牝馬 1500m
サンライズアポロン 黒木豊 4日目　9Ｒ 10頭 5日目　7Ｒ 10頭
アーニングフェイム 菅原欣 調教師 調教師
ネイバーアイランド 鋤田誠 スマッシュパワー 高橋道 トレボウソレイユ 鋤田誠
サマーソルト 鋤田誠 エイシンヒスイ 井樋一 プリモプレミオ 高橋優
ベルウッドヨウサン 加藤義 スマートアクシオン 井樋一 カトリーヌボヌール 高橋道
マイネルリリーフ 井樋一 エクセター 井樋一 メイショウナスカ 加藤和
ウインドアリエル 野田幸 ホイッスルベイト 髙橋俊 デルマエトワール 金田一
ビーブルー 金田一 デルマゴモリー 金田一 ターンバック 宗綱泰
ミルメルシー 宗綱泰 ドウディ 菅原欣 スカーレットリボン 高橋道
ヤマカツレオン 高橋優 ブロウンアウェイ 髙橋俊 アウリイ 川添明

スカイ 金田一 ビナプリンセス 加藤和
フィリーズラン 菅原欣 ウラニア 田嶋幸

令和４年度 石川県営第１５回【 通算第１８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 ※



４９２頭 №２

（一社）JBC協会協賛（アルアイン賞）　
タ ン ザ ナ イ ト 賞 JRA認定　テレビ金沢杯　
（ 特 別 編 成 ） ☆金沢競馬へようこそ記念☆ 重賞　第２５回　金沢ヤングチャンピオン

Ｃ１－⑥ 1500m Ｃ２－特選 1500m Ｃ２－⑦ 1400m ２歳 1700m
5日目　5Ｒ 10頭 2日目　7Ｒ 11頭 1日目　1Ｒ 10頭 3日目　10Ｒ 12頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ビックハート 高橋道 ソメット 髙橋俊 ヘブンリーキス 金田一 希 ショウガタップリ 髙橋俊
マイネルリボーン 髙橋俊 スリーエクセレント 髙橋俊 イドロボニータ 佐藤茂 希 ノブノビスケッツ 加藤和
ヒロノホマレボシ 佐藤茂 メイショウカジヤ 井樋一 ドリーマーイモン 金田一 希 ピンクビジョン 加藤和
スワッグレコード 川添明 ヤマカツオードリー 高橋優 エスリーア 髙橋俊 希 ダイヤモンドライン 佐藤茂
アンダーレ 菅原欣 エコロガナドール 加藤和 プリンセスコゼット 宗綱泰 希 エムオージェネラル 佐藤茂
コロッケ 菅原欣 テッシトゥーラ 髙橋俊 ハクサンディーバ 加藤義 希 ビックバンブー 金田一
アンクルテイオウ 鈴木正 カルトナージュ 黒木豊 ビューティフルラブ 黒木豊 希 ソルレベンテ 中川雅
エクメディダイヤ 金田一 メイショウヤナガセ 井樋一 アクアビート 宗綱泰 ジャックトマメノキ 金田一
スイートティアラ 鈴木正 フィールドノア 井樋一 ベルウッドメルシー 加藤義 ケイパブル 中川雅
ミハルプリンセス 菅原欣 アニーアイル 川添明 ポルトアレグレ 髙橋俊 フリッピ 加藤義

ピンクコーラル 田嶋幸   ベストオーシャン 鈴木正
   モズアンカー 佐藤茂
    
    希：希望投票馬

Ｃ１－⑦ 1400m
5日目　2Ｒ 10頭 ★ろぷでど　カレン誕生日記念★  

調教師 （ 特 別 編 成 ）  
アンクルダッシュ 中川雅 Ｃ２－② 1400m Ｃ２－⑧ 1400m （公社）日本軽種馬協会協賛
タキトゥス 井樋一 2日目　5Ｒ 10頭 2日目　2Ｒ 10頭 プ リ ム ラ 賞
エコロマリン 川添明 調教師 調教師 ２歳－②以下牝馬 1500m
コウユーママママ 髙橋俊 スイートザーズ 金田一 レッツドゥイット 佐藤茂 3日目　4Ｒ 10頭
リヴァージュ 鋤田誠 レイ 鈴木正 ハートディザイア 中川雅 調教師
シェーンシュタット 加藤和 ウインシュプリーム 加藤和 クロメ 川添明 ナックホリデー 金田一
サンダルース 川添明 レイクプラン 加藤義 ナックファクター 金田一 ミオソフィア 中川雅
イッソセレナーデ 中川雅 オッカナイ 加藤和 トリコロール 鋤田誠 エイシンメリダ 佐藤茂
フクノレジーナ 室井眞 シエルクリーガー 鈴木正 ダイユウバルキリー 井樋一 エイシンペリドット 中川雅
オンタケサン 中川雅 ウインドエルドール 野田幸 モヒート 田嶋幸 アオバノキセキ 菅原欣

ダイセンメイト 鋤田誠 ベルウッドスカイ 加藤義 ペップセ 宗綱泰
グレースシラオキ 菅原欣 サテンスキー 菅原欣 オパールリング 井樋一
カフェテオドーラ 菅原欣 ワンダフルサマー 髙橋俊 カネトシロワン 中川雅

   マーブルミミ 中川雅
Ｃ１－⑧ 1400m   ティンドラ 金田一
5日目　1Ｒ 10頭     

調教師     
サンデッドウッド 中川雅
サンウエストウッド 佐藤茂 慶太と千聖のハッピーウェディングカップ  
パールアゲイン 加藤義 （ 特 別 編 成 ）  
サクセスソング 鋤田誠 Ｃ２－③ 1500m Ｃ２－⑨ 1400m ２歳－③ 1500m
カトリーヌエミュー 高橋道 2日目　4Ｒ 10頭 2日目　1Ｒ 10頭 5日目　6Ｒ 10頭
スクリーニング 金田一 調教師 調教師 調教師
ハクサンルピナス 加藤義 サフランルーラー 高橋優 マナリオナ 金田一 レーブドフェイス 金田一
カルチャーバリュー 井樋一 ルリフラワー 田嶋幸 ヴォルスパシアル 井樋一 サノノビスケッツ 加藤和
ヴェルーリヤ 加藤義 グラント 金田一 イザベルクイーン 室井眞 マリンビッグボス 金田一
スターオブジーン 川添明 ウインリベロ 川添明 サムライロード 吉井一 ラプタマーベリック 金田一

ネロメルレット 菅原欣 スヴィルカーチ 田嶋幸 エクメディノキセキ 加藤義
ウインドシャルム 野田幸 ジャストビギニング 加藤義 リュウノファントム 加藤義
アーノルド 鋤田誠 シナモンベアー 井樋一 ロマンチックボーイ 野田幸
ジュニアフェザー 鈴木正 クレフ 黒木豊 ワンキーロケット 加藤義

Ｃ１－⑨ 1500m マヤノハルモニア 田嶋幸 ヤマカツオリオン 高橋優 ダークライオン 黒木豊
4日目　6Ｒ 10頭 パープルブルーメン 鈴木正 ヒールズユアペイン 室井眞 ジーエイチグールド 鋤田誠

調教師
ザガーロ 金田一
テキーラサンライズ 加藤和
カトリーヌアエラス 高橋道
ラブリースマッシュ 菅原欣
タマテバコ 宗綱泰 ぽんちゃんお誕生日おめでとう記念 ようこそウマドル！ファルコ記念 ２歳－④ 1400m
エクメディレーザー 加藤義 （ 特 別 編 成 ） 【栗毛 馬限定競走】 5日目　4Ｒ 10頭
コスモクウ 川添明 Ｃ２－④ 1500m Ｃ２－⑩ 1400m 調教師
タートザッヘ 加藤和 2日目　3Ｒ 10頭 1日目　9Ｒ 10頭 アリアージュ 加藤和
モーニングサクラ 室井眞 調教師 調教師 ブルーシャトー 金田一
フォートワズワース 室井眞 コハルポケット 宗綱泰 マルカンデイジー 高橋道 ラステラブリランテ 鋤田誠

シビルボーイ 菅原欣 クラシカルオーサー 田嶋幸 コンサイダー 髙橋俊
マティス 黒木豊 カゼノカケハシ 宗綱泰 ウィンシンプリー 川添明
バレーノロッソ 菅原欣 ドンクライベイビー 菅原欣 ソアソア 川添明

リベンジｏｆさがら　ＦＦＦ創業２周年記念 ピエールサンデー 吉井一 ケイツークローナ 加藤義 オレンジムスメ 金田一
Ｃ１－⑩ 1500m エイシンフリッグ 宗綱泰 プリマグランツ 高橋優 ユイガハマビーチ 加藤義
4日目　5Ｒ 10頭 ミリノカイザー 吉井一 フランドルブリエ 川添明 ウワサノモネ 菅原欣

調教師 ツルギヤマブシ 黒木豊 ミスオタワ 中川雅 ウインドメイヒメ 野田幸
シルバーテゾロ 井樋一 ルクナバード 宗綱泰 イエローストーン 田嶋幸
スタービート 井樋一 ラッキータカチャン 加藤和 アイレスアン 髙橋俊
リヴァーサル 髙橋俊    
カジノノーブル 黒木豊    
パピードッグ 加藤和     
ミイヒダンサー 金田一     ２歳－⑤ 1400m
スマートメソッド 井樋一 5日目　3Ｒ 10頭
インパクロ 川添明 金沢参上！ゴルシ記念！！ 調教師
ビッグクロワール 川添明 金沢名物！？瓦屋根の大型ビジョン賞 【芦毛 馬限定競走】 サッキーエターナル 加藤義
イーゼル 黒木豊 Ｃ２－⑤以下牝馬 1400m Ｃ２－⑪ 1400m ロンドンデリー 田嶋幸

1日目　6Ｒ 10頭 1日目　7Ｒ 10頭 キタシャーデー 加藤義
調教師 調教師 フォルハッシーナ 菅原欣

アレナリア 高橋優 アルヴィナ 佐藤茂 リュウノレイビア 加藤義
パープルツバメ 鈴木正 レクレールドパリ 井樋一 イエローエイト 加藤和

Ｃ１－⑪ 1400m クイーンオブチェコ 金田一 ショスタコーヴィチ 菅原欣 ティアン 佐藤茂
4日目　4Ｒ 10頭 チャームポイント 井樋一 デルマワルキューレ 金田一 カイエン 高橋優

調教師 ヤマミキララ 中川雅 ティアップブランカ 加藤和 イッツオーケイ 加藤義
ワイズマンコート 加藤和 スピードクィーン 野田幸 ギンリン 加藤和 カミノマジック 鈴木正
マブアロンジェ 髙橋俊 チサトフェリーチェ 中川雅 オープンリーチ 加藤和
クリノクークラン 菅原欣 デンドロビウム 川添明 ブタンタン 加藤和
シンシナティ 金田一 ブーケコサージュ 菅原欣 デルマデミウルゴス 金田一
タマモカラボス 佐藤茂 ヴェーチェル 川添明 ユキゲショウ 川添明
サムライバカンス 佐藤茂   
アーストラベル 菅原欣   ２歳－⑥ 1400m
ミーティア 金田一     4日目　2Ｒ 9頭
エムテイルビー 佐藤茂     調教師
アンザンタカヒロ 吉井一 アップチェリー 中川雅

 フラワートピアリー 金田一
映えスポットを探してパシャリ♪記念 二 走 表 示 競 走 チャレリア 宗綱泰
Ｃ２－⑥ 1400m Ｃ２二走－① 1400m ラッキーオスカル 鈴木正
1日目　2Ｒ 10頭 4日目　1Ｒ 12頭以内 ムーンプライド 井樋一

Ｃ１－⑫ 1400m 調教師 ハチミツプリン 菅原欣
4日目　3Ｒ 10頭 テラフォーマー 吉井一 　Ｃ２級編成馬のうち、 セカンドチャプター 加藤義

調教師 ダフニス 髙橋俊 後半も出走を希望する馬で、金沢競馬番組、 ケイパラパデオ 金田一
オーダシティー 宗綱泰 キングハート 井樋一 「二走表示競走編成等実施要領」に ブレスワンズラック 井樋一
クールドレーヌ 髙橋俊 ナムラロロ 井樋一 基づき編成する。
サトルアプローチ 金田一 サンタコマ 加藤和
プロットツイスト 金田一 キタブランコ 金田一 確定格付は１１月２３日に発表予定
デンタルバルーン 金田一 エルイエロ 中川雅
ツヴァイシュテルネ 井樋一 ブライトゴッデス 加藤和
エイシングレア 中川雅 アマゾナイト 宗綱泰
ミッツノチカイ 菅原欣 フロンテイラ 田嶋幸
ビーチリゾート 宗綱泰
レディーガーネット 井樋一

　　　　　　☆　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１５回【 通算第１８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 ※


