
４０９頭 №１

楽天競馬のプレゼントにエントリー！ 春 分  
特 別 特 別 シャングリラＧ登録者１５００人記念
Ａ１－① 1700m Ｂ１－① 1500m Ｂ２－③ 1400m Ｂ２－⑨ 1400m
3日目　8Ｒ 12頭 2日目　9Ｒ 9頭 3日目　6Ｒ 9頭 4日目　7Ｒ 9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 ムーンランディング 中川雅 アルカウン 井樋一 ニードアフレンド 加藤和
オヌシナニモノ 佐藤茂 アナザーヴィータ 井樋一 テイクザワールド 井樋一 ガラチコ 加藤義
エムティアンジェ 佐藤茂 ジェイケイヒロイン 井樋一 シップーコウライ 鈴木正 サンビバリーヒルズ 中川雅
ボサノヴァ 中川雅 ハニーショコラ 中川雅 シュネルン 髙橋俊 ルーシッド 加藤和
ファストフラッシュ 鈴木正 デルマルビー 金田一 カフェリリー 菅原欣 カトリーヌスリジエ 高橋道
ネオアマゾネス 井樋一 バシリッサ 井樋一 ライムワード 黒木豊 ネバーランド 井樋一
ガムラン 佐藤茂 ノーブルレゼル 鈴木正 アットザヘルム 中川雅 エムザックヒーロー 加藤義
ブルベアパンサー 菅原欣 アレレブルー 加藤義 シゲルシチフクジン 川添明 ビービーディーン 髙橋俊
スダワールド 中川雅 ソルフィネット 黒木豊 アイドゥ 中川雅 ジャンヌサンライズ 宗綱泰
スターフジサン 加藤義       
マーミンラブ 中川雅          
ハイパーステージ 加藤義          
            
            

     桜 草
   ＳＣなにわ８周年＆卒業記念 百万石の極み能登とり貝賞 特 別
【金沢スプリングカップTR】 Ｂ１－② 1500m Ｂ２－④ 1400m Ｃ１－① 1400m
加 賀 ケ ー ブ ル 杯 2日目　7Ｒ 9頭 5日目　8Ｒ 9頭 2日目　6Ｒ 9頭
準重賞　スプリング特別 調教師 調教師 調教師
４歳以上 オーミテンペスト 中川雅 ウインドアリエル 野田幸 エルフバローズ 川添明
Ａ１②以下Ａ２以上 1900m ステイグリーン 黒木豊 マラッカ 井樋一 タートザッヘ 加藤和
5日目　9Ｒ 12頭 ルビースター 加藤和 ムーンライトアリア 鈴木正 グランエクセレント 黒木豊

調教師 アオイフェリーチェ 加藤和 ベルクハイム 井樋一 スピリットサント 佐藤茂
ナリノヴィエンヌ 佐藤茂 フォルテベローチェ 佐藤茂 インザフューチャー 加藤義 クールドレーヌ 髙橋俊
ソーラーフレア 中川雅 ロバリアスピード 菅原欣 ギンチャン 黒木豊 ナムラマカルー 髙橋俊
ファクタークニアキ 加藤和 ノボノンノン 佐藤茂 マヤノガルネリ 田嶋幸 ヴリルエリーゼ 加藤和
キョウワスピネル 加藤義 トリプルプレイ 加藤義 ビジョ 金田一 エクメディダイヤ 金田一
ラヴレイアード 鋤田誠 ピエナパプリカ 鋤田誠 ポートメイリオン 菅原欣 ヒロノホマレボシ 佐藤茂
プレシャスエース 井樋一       
スリーマイトコーズ 菅原欣        
シンボリフラッシュ 佐藤茂         
マイネルアーリー 井樋一          
サエチ 髙橋俊          
クールシャイン 鈴木正
スノームーンライト 佐藤茂    
  勝村景隆・中臺真優結婚おめでとう記念 楽天競馬の特産品エントリーは本日まで！賞 征哉＆元気☆金大卒業記念☆
希望投票馬なし   Ｂ１－③ 1400m Ｂ２－⑤ 1400m Ｃ１－② 1400m

1日目　7Ｒ 9頭 5日目　7Ｒ 9頭 2日目　5Ｒ 9頭
調教師 調教師 調教師

ナイトスターリリー 高橋優 トウショウドラフタ 佐藤茂 ハートリープ 川添明
   マイネルチェスト 高橋優 アイロンワークス 金田一 フジヤマブシ 黒木豊

  デザートスネーク 金田一 バイシクルキック 鋤田誠 リヴァージュ 鋤田誠
【 距 離 選 択 】 ブレリア 井樋一 ヘリオシース 野田幸 ミイヒダンサー 金田一
スマホで投票楽天競馬！ クラールハーモニー 金田一 アンシンカブル 佐藤茂 キノトクイーン 髙橋俊
特 別 サノサマー 加藤和 サンダルース 川添明 ミーティア 金田一
Ａ２－① 1700m ノールック 髙橋俊 ウインレフィナード 井樋一 レインボーヒル 高橋優
2日目　8Ｒ 12頭 エイシンハンニバル 加藤和 ダニューブ 加藤和 メイショウナスカ 加藤和

調教師 サウスブルーグラス 中川雅 エクスカテドラ 髙橋俊 ウラニア 田嶋幸
希 サンライズハイアー 井樋一       
希 エイシンウィンク 菅原欣          

ジュエルケイヴ 黒木豊          
キープクライミング 中川雅          
クイックファイア 佐藤茂          
シナモンロール 金田一
エイシンヌウシペツ 中川雅    
ノボリターン 佐藤茂 きこちゃんお誕生日おめでとう記念杯 能 登 雪 割 草 賞 さよならのかわりに記念
デビルスダンサー 金田一 Ｂ１－④ 1500m Ｂ２－⑥以下牝馬 1400m Ｃ１－③ 1400m
ノーウェイ 黒木豊 1日目　5Ｒ 9頭 5日目　6Ｒ 9頭 2日目　3Ｒ 9頭
ナムラアイアイサー 中川雅 調教師 調教師 調教師
カズマッカレン 菅原欣 アーニングフェイム 菅原欣 ビナプリンセス 加藤和 チェルビックヒム 髙橋俊
  ヴィルセキュリティ 鋤田誠 グローリアステラ 佐藤茂 シュペルブ 宗綱泰
希：希望投票馬   ベッペ 川添明 ブーゲンビリア 髙橋俊 アンクルダッシュ 中川雅

トーテムポール 加藤義 キモンシャイン 井樋一 ケンジェネシス 金田一
   カイジンウェーヴ 中川雅 ホイッスルベイト 髙橋俊 テーオーロワ 加藤和

ウインイノセンス 髙橋俊 ドリームリン 菅原欣 パピードッグ 加藤和
   マナカフナ 井樋一 アロマフォルテ 佐藤茂 リブラソナチネ 鋤田誠

サンウエストウッド 佐藤茂 スウィートイレブン 田嶋幸 ケンブリッジセンス 金田一
【 距 離 選 択 】 リチェルカ 加藤義 トゥーゲント 髙橋俊 ジツリキダッシュ 室井眞
楽天競馬で石川特産品プレゼント！       
特 別         
Ａ２－② 1500m          
1日目　8Ｒ 12頭          

調教師          
希 スペシャリティ 鋤田誠

シンゼンデレヤ 中川雅 大 聖 寺 桜 ま つ り   
ビッグタイマー 鋤田誠 特 別 スマホ投票なら楽天競馬！賞 ア ザ レ ア 賞
サクラルコール 金田一 Ｂ２－① 1500m Ｂ２－⑦ 1500m Ｃ１－④以下牝馬 1500m
マノンルージュ 鈴木正 3日目　7Ｒ 9頭 4日目　9Ｒ 9頭 1日目　4Ｒ 9頭
コパノピッチング 高橋優 調教師 調教師 調教師
イクゼファイターズ 中川雅 ブルベアハロン 加藤和 シルヴァーメテオ 加藤和 ヴェロニク 加藤義
グッドイヤー 金田一 サンデープリンセス 加藤義 ショウケンスター 加藤義 タマテバコ 宗綱泰
オーミロゼッタ 中川雅 ムジョウ 加藤和 イリュージョニスト 髙橋俊 スクリーニング 金田一
エヴォラ 佐藤茂 ムンダーナ 鋤田誠 メイショウナガヨリ 菅原欣 ミハルプリンセス 菅原欣
ライクアロケット 金田一 マイネルリリーフ 井樋一 ウラカワノオト 加藤義 フリューリング 菅原欣
ハイアーグラウンド 加藤義 ティアップブランカ 加藤和 サノマル 加藤和 リヴァーサル 髙橋俊

プラットフォーマー 室井眞 オールイン 川添明 モーニングサクラ 室井眞
希：希望投票馬 ピースイギー 金田一 ザガーロ 金田一 ヴェルーリヤ 加藤義

アポロニケ 髙橋俊 ダブルマーク 鈴木正 パープルブルーメン 鈴木正
      
        
         
         
         

   
牧場主ゆーすけさんお世話になりました記念  俊之＆理恵☆直樹＆真由香が共に歩む記念！
Ｂ２－② 1400m Ｂ２－⑧ 1500m Ｃ１－⑤ 1400m
3日目　9Ｒ 9頭 4日目　8Ｒ 9頭 1日目　2Ｒ 9頭

調教師 調教師 調教師
マラムレシュ 黒木豊 ソリダリエタ 田嶋幸 セブンパワー 金田一
ラブリースマッシュ 菅原欣 ダンスインザスノー 井樋一 ブラックワンダー 加藤和
エイシンシルエット 室井眞 クロノスミノル 中川雅 エムオータイショウ 佐藤茂
メイショウソウビ 加藤和 エコロマリン 川添明 ナックメジャー 金田一
ネイバーアイランド 鋤田誠 シェーンシュタット 加藤和 ゲンショウ 中川雅
リードキングダム 黒木豊 エースアクシス 井樋一 ブラストワンダー 川添明
ゲンパチラブハート 金田一 ビックハート 高橋道 スマッシュパワー 高橋道
ラグラシオーサ 川添明 ティーエスバラ 加藤和 カカンクオン 鈴木正
アイスムーン 髙橋俊 サマーソルト 鋤田誠 クラウドクラスター 佐藤茂

令和４年度 石川県営第１９回【 通算第２２回 】金沢競馬　出走馬一覧表

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



４０９頭 №２

【金沢競馬サンデープレミアム・ワン】   
ばるみちゃんピオンシップ 晃太朗くん１才誕生日おめでとう記念  桜 花 よ い し ょ 記 念
Ｃ１－⑥ 1400m Ｃ２－⑤ 1400m Ｃ２－⑪ 1400m ３歳Ａ－② 1500m
1日目　1Ｒ 9頭 3日目　1Ｒ 9頭 4日目　4Ｒ 9頭 1日目　6Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
グランアルベール 宗綱泰 ベストユエンモン 佐藤茂 パープルツバメ 鈴木正 サザンフルーヴ 金田一
ロードリスペクト 髙橋俊 ロジシップ 野田幸 ベロア 川添明 ヒロノデモクラシー 中川雅
コロッケ 菅原欣 サフランルーラー 高橋優 スターオブジーン 川添明 スタールーズベルト 中川雅
ショスタコーヴィチ 菅原欣 ユキゲショウ 川添明 ヴェーチェル 川添明 ファームフレッシュ 佐藤茂
サクセスソング 鋤田誠 コウエイスパークル 室井眞 スピードクィーン 野田幸 ナックホリデー 金田一
アイムアグレッシブ 金田一 オッカナイ 加藤和 ギンリン 加藤和 ティアン 佐藤茂
ヒマワリオジョウ 鋤田誠 マイネルリボーン 髙橋俊 レッツドゥイット 佐藤茂 ココアン 宗綱泰
ボンドロール 黒木豊 ウェルビーイング 鋤田誠 ピエールサンデー 吉井一 サンクスギビング 加藤和
オープンセサミ 加藤義 コウユーママママ 髙橋俊 ミューオン 中川雅 エムザックローバー 中川雅
       ベストオーシャン 鈴木正
         ミギフック 鈴木正
           
         
         

   
   
二 走 表 示 競 走 ふぉーえばー！らぶ☆正木勝之杯  
Ｃ１二走－① 1400m Ｃ２－⑥ 1500m Ｃ２－⑫ 1400m ３歳Ａ－③ 1400m
5日目　2Ｒ 12頭以内 5日目　5Ｒ 9頭 4日目　3Ｒ 9頭 1日目　3Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師
　Ｃ１級編成馬のうち、 ナランホ 川添明 ヤマカツオードリー 高橋優 ビックバンブー 金田一
後半も出走を希望する馬で、金沢競馬番組、 ラストリンクス 菅原欣 ウインドシャルム 野田幸 マリンビッグボス 金田一
「二走表示競走編成等実施要領」に カジノノーブル 黒木豊 カゼノカケハシ 宗綱泰 エクメディノキセキ 加藤義
基づき編成する。 コスモクウ 川添明 ドリーマーイモン 川添明 マーブルミミ 中川雅

ソメット 髙橋俊 ミリノカイザー 吉井一 プリティセレブ 加藤和
確定格付は３月２２日に発表予定 プリモプレミオ 高橋優 ヒロシゲローズ 井樋一 ジャックトマメノキ 金田一
 ムサシフィールド 黒木豊 フェイスタロー 金田一 アペカムイ 菅原欣
 ケンイーサリアム 金田一 ミスオタワ 中川雅 カネトシロワン 中川雅
 シルバーテゾロ 井樋一 マナリオナ 金田一 ラプタマーベリック 金田一
      ワンキーロケット 加藤義
          
         
       
         

   
宇 出 津 曳 山 祭   シ ト リ ン
特 別 ス ノ ー フ レ ー ク 賞  特 別
Ｃ２－① 1500m Ｃ２－⑦以下牝馬 1500m Ｃ２－⑬ 1400m ３歳Ｂ－① 1400m
3日目　5Ｒ 9頭 5日目　4Ｒ 9頭 4日目　2Ｒ 9頭 2日目　4Ｒ 11頭

調教師 調教師 調教師 調教師
デルマニョイリン 金田一 ヴァッサーファル 髙橋俊 サンライズクレイ 井樋一 ウワサノモネ 菅原欣
カトリーヌアエラス 高橋道 ヤマミキララ 中川雅 テラフォーマー 吉井一 チャレリア 宗綱泰
ハローグッバイ 鋤田誠 キョウエイジェリコ 井樋一 キングハート 井樋一 ロマンチックボーイ 野田幸
シオジレア 鋤田誠 タマモカラボス 佐藤茂 ナックファクター 金田一 エレガントジュエリ 中川雅
シルバーグラス 井樋一 ツルギヤマブシ 黒木豊 ドンクライベイビー 菅原欣 ボストンコモン 髙橋俊
エクセルレジェンド 宗綱泰 ルリフラワー 田嶋幸 フランドルブリエ 川添明 ピュアステート 宗綱泰
サトルアプローチ 金田一 カフェテオドーラ 菅原欣 クリノイヴァンカ 黒木豊 フォルハッシーナ 菅原欣
オーミシンゲン 鈴木正 チャームポイント 井樋一 ナイルリバー 川添明 ウインドメイヒメ 野田幸
マブアロンジェ 髙橋俊 スカーレットリボン 高橋道 プリマグランツ 高橋優 カミノマジック 鈴木正
       サッキーエターナル 加藤義
        ケンブレンデント 金田一
           
            
         

      
柊汰・美月祝結婚記念   ダイコンちゃんしか勝たん！記念
Ｃ２－② 1500m Ｃ２－⑧ 1500m Ｃ２－⑭ 1400m ３歳Ｂ－② 1400m
3日目　4Ｒ 9頭 5日目　3Ｒ 9頭 4日目　1Ｒ 9頭 2日目　2Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ダレモカレモ 高橋優 セイカアーナンダイ 室井眞 マルヴァジーア 黒木豊 セカンドチャプター 加藤義
ガニアン 鋤田誠 グラント 金田一 ワンダフルサマー 髙橋俊 カノンチャン 金田一
パンサーバローズ 井樋一 グランドロワ 井樋一 アオイタマヒメ 加藤義 ティエラ 佐藤茂
デルマワルキューレ 金田一 アーノルド 鋤田誠 フランセス 中川雅 ウィンシンプリー 川添明
ゴールドスピアー 菅原欣 オールデン 井樋一 イエローストーン 田嶋幸 ユイノクモタロウ 菅原欣
ドウディ 菅原欣 イーゼル 黒木豊 サムライロード 吉井一 ケイパラパデオ 金田一
レイ 鈴木正 ビッグクロワール 川添明 キョウエイロナ 加藤和 ソアソア 川添明
ヤイバ 加藤義 ジュニアフェザー 鈴木正 クレフ 黒木豊 カラフルラグーン 金田一
エイシンバビロン 髙橋俊 デンドロビウム 宗綱泰 エムズジャガー 川添明 オレンジムスメ 金田一
      ロンドンデリー 田嶋幸
          
          
         
         

日 刊 ス ポ ー ツ 杯
 準 重 賞 若 駒 賞    

まさのぶさんお世話になりました記念 ３歳 横川昭寿くんご退職おめでとう旅行記念
Ｃ２－③ 1400m Ｃ２－⑨ 1500m 主催者認定馬・実績馬 1500m ３歳Ｂ－③ 1400m
3日目　3Ｒ 9頭 4日目　6Ｒ 9頭 1日目　9Ｒ 12頭 2日目　1Ｒ 10頭

調教師 調教師 調教師 調教師
ハーモニーロータス 髙橋俊 ブレッシングキッス 井樋一 ショウガタップリ 髙橋俊 キタシャーデー 加藤義
トレボウソレイユ 鋤田誠 カルトナージュ 黒木豊 ノブノビスケッツ 加藤和 カイエン 高橋優
メイショウカジヤ 井樋一 カルチャーバリュー 井樋一 エムオージェネラル 佐藤茂 テリオスカイ 加藤和
シンシナティ 金田一 ライダーストーム 井樋一 ソルレベンテ 中川雅 タイラント 田嶋幸
インパクロ 川添明 ブーケコサージュ 菅原欣 ピンクビジョン 加藤和 ラヴァンドラ 菅原欣
アルティマックス 佐藤茂 カトリーヌレーヴ 高橋道 ミオソフィア 中川雅 メインボード 川添明
アンクルテイオウ 鈴木正 サマーモーリス 室井眞 ダイヤモンドライン 佐藤茂 バトルトウショウ 佐藤茂
リードザウイニング 鋤田誠 ブタンタン 加藤和 モズアンカー 佐藤茂 スカイインパルス 菅原欣
アンザンタカヒロ 吉井一 フロンテイラ 田嶋幸 エイシンメリダ 佐藤茂 アゲマセン 金田一
    マリンデュンデュン 金田一 トップモーリス 中川雅
      フリッピ 加藤義
      アリアージュ 加藤和
        
        

  
星影こまち誕生日記念  二 走 表 示 競 走
Ｃ２－④ 1400m Ｃ２－⑩ 1500m ３歳Ｂ二走－① 1400m
3日目　2Ｒ 9頭 4日目　5Ｒ 9頭 5日目　1Ｒ 12頭以内

調教師 調教師
ウインリベロ 川添明 コンパウンダー 川添明 　準重賞を除く３歳編成馬のうち、
ロイヤルパフューム 加藤和 サウンドステラ 中川雅 後半も出走を希望する馬で、金沢競馬番組、
サンデッドウッド 中川雅 ウインドエルドール 野田幸 「二走表示競走編成等実施要領」に
フィールドノア 井樋一 ハーピーローズ 加藤和 基づき編成する。
スイートティアラ 鈴木正 ヒメリュウキンカ 宗綱泰
テーオーハーバード 金田一 オープンリーチ 加藤和 確定格付は３月２２日に発表予定
ノースヒビキ 髙橋俊 シビルボーイ 菅原欣
カンノンショウ 井樋一 アニーアイル 川添明
ケンブリッジカナデ 金田一 マヤノハルモニア 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１９回【 通算第２２回 】金沢競馬　出走馬一覧表

　　　変 更 す る こ と が あ る 。

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


