
平成１９年度 石川県営第４回金沢競馬 出走馬一覧表 《 サラブレッド系 》 430 頭 №１

ダイヤモンド特別　　　　　　　　　　　　

 Ａ　－ １  Ｂ１－ ３  Ｂ３－ ３  Ｃ１－ ３

    1900 m     1400 m     1400 m     1500 m

   ３－１０    ４－８    １－８    ３－５

      12頭       10頭       9頭       10頭

ナムラカイソク　　 スリーエレガンス　 プリティヒビキ　　 コールマイネーム　

ケンゴウザン　　　 ハヤテドリーム　　 ラッキーラッキー　 マンテンガール　　

タフネスゴールド　 ケイジーウィナー　 ラッキーチカラオー ユウキキンボシ　　

ビッグオスカー　　 ベットボトムダラー アイティブランチ　 フェイロン　　　　

チヨノドラゴン　　 カネスザブレーブン ハセキンバリン　　 ナンヨージルバ　　

マヤノオスカー　　 シルクメダリスト　 イシノクロヒメ　　 エリモフラッパー　

サムソンリンリン　 ビッグクロス　　　 アネモスデライト　 チョコランタン　　

コスモスサンダー　 レイクアロマ　　　 アップストライド　 レオスペクター　　

ジャガー　　　　　 カイテキアマゾネス ハネダダイマジン　 ノーザンスズカ　　

ロイヤルブレンド　 ミラクルスナーク　 ハローマイラブ　　

ホワイトサイクロン

タイキインフェルノ

ルビー特別　　　　　　　　　　　　　　　 しゃくなげ特別　　　　　　　　　　　　　 つつじ特別　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 Ａ　－ ２  Ｂ２－ １  Ｂ４－ １  Ｃ１－ ４

    1700 m     1400 m     1400 m     1400 m

   ４－１０    ３－９    ２－８    ３－４

      11頭       10頭       11頭       10頭

テンリットル　　　 ユウワンキング　　 ビッグスターオー　 ミスティーキュート

ルスナイパラダイス キョクイチギンガ　 ピースフル　　　　 マヤノハクビ　　　

フアンノネガイ　　 クニノリューオー　 トップウーマン　　 ツルギアンコール　

タルマエホープ　　 グリーンジャンボ　 チャンスザチャンス ジュライワン　　　

オモシロイ　　　　 フェスティブドパリ トップポイント　　 シースケープ　　　

キタノオペラ　　　 メジャークリーク　 シルクミスティ　　 ケイショウラブリー

ケイティクラシー　 スクープトウショウ オトメザプリンセス セルリアンアヴァン

キクノサンデー　　 オーバーカム　　　 マイスプレンダー　 ピッピーウエスト　

イズミムテキ　　　 サンエース　　　　 サンコーキング　　 ビッグベガ　　　　

シャインカイザー　 ファナラキシス　　 エフテーキャプテン ルスナイブロード　

ブラウトリート　　 タガノヒロイン　　

アクアマリン特別　　　　　　　　　　　　 プロキオン特別　　　　　　　　　　　　　

 Ａ　－ ３  Ｂ２－ ２  Ｂ４－ ２  Ｃ２－ １

    1900 m     1500 m     1400 m     1400 m

   ２－１０    ３－１１    ２－７    ４－７

      11頭       10頭       10頭       11頭

プライズマネー　　 スナークシリウス　 ツクバブライアン　 ピックアウト　　　

ベストサウンド　　 タガノムゲン　　　 カミノクレスピン　 コマンタレブー　　

オウゴンスター　　 トップオブマーチ　 トーワカトレア　　 ブラックテンエイ　

マイピッカリン　　 テンマ　　　　　　 サンレイダーク　　 ライズフォモサ　　

ナムラベーリング　 モルダバイト　　　 アトミックエージ　 レオンハルト　　　

アネックス　　　　 ナゴミヒーロー　　 ウインドサーベル　 セカンドアシマ　　

スフィアー　　　　 ホリノリバース　　 シャイアンシスター スリーダーク　　　

バンケーティング　 ツルギサイレンス　 チャングム　　　　 タイザンホクト　　

コーワティアラ　　 エーピーパミール　 タケイチミリオン　 ケイアイリチャード

ツルギエイブルマン アローイモン　　　 マツノテンイチ　　 ソニックビーム　　

レーベン　　　　　 スターダストクロス

キャッツアイ特別　　　　　　　　　　　　 第一回フジワラＦＭ支局杯　　　　　　　　

 Ａ　－ ４  Ｂ２－ ３  Ｂ４－ ３  Ｃ２－ ２

    1700 m     1400 m     1500 m     1400 m

   １－９    ３－８    ２－６    ４－６

      11頭       10頭       10頭       10頭

ダイワカーメル　　 ガチャガチャ　　　 アスキットドリーム スペシャルイヤー　

ハウプトローレ　　 シルクコンプリート グランメール　　　 ブライティアギフト

サムライクノイチ　 ニシネタイム　　　 アニマート　　　　 ファストストリング

ジャストアプローチ フロムアウトサイド キングマキシマム　 ホクセイダリア　　

カイジンクン　　　 キクノインプレス　 アイゼンシュタイン プリンセスザナドゥ

テイオープリンス　 カホクノホシ　　　 キタノテンザン　　 ユウゼン　　　　　

エイシンアサヒオー アイキョウムゲン　 ジークカイザー　　 グラスアバンテ　　

イチバンタイソウシ ニシノキングダム　 パールボディー　　 ミナミノシェリフ　

ジョウテンハンター メジャーゴールド　 スローンブラン　　 ハッピーウィズミー

マスカテール　　　 ビーナスアイ　　　 カゴヤリンドー　　 ルスナイステラ　　

レオブッシュ　　　

  石川県馬主協会長賞　　　　　　　　　　　   石川県馬主協会長賞　　　　　　　　　　　

しゃくやく特別　Ｂ級勝馬　　　　　　　　 選抜特別スポーツニッポン杯チューリップ賞 シリウス特別　Ｃ級勝馬　　　　　　　　　 カクミ理容宮﨑緑満十歳記念　　　　　　　

 Ｂ１－ １ Ｂ３級  Ｃ１－ １  Ｃ２－ ３

    1500 m     1700 m     1700 m     1400 m

   ４－９    １－１０    ３－７    ４－５

      11頭       11頭       11頭       10頭

イケグットフェロー シルキーフォルテ　 ピュアウインド　　 ディアブロサンダー

エフテークリニック バックドラフト　　 アイカンフラワー　 ナリタマジック　　

モアザンステルス　 ハヤテサンデー　　 プラントコンコルド ヒノデオーカン　　

ナムラシートン　　 セントレアボス　　 ブラックゼファー　 オレンジナッチャン

スクデットキング　 ケンジャノヒビキ　 シュンキチ　　　　 ミラクルレッグ　　

ダイワラウディー　 フォルツァート　　 エフテーグランパオ スウェプトパーティ

ホネマデアイシテ　 キタノカガヤキ　　 グランドヘリオス　 ブルックリン　　　

カウンターブラスト スイートローレル　 アクヤクダイスター メイデンヨシムネ　

エフテープリマベラ リーガルマインド　 ニシノアンティーク アイディンテイオー

マリンペガサス　　 サボールストリート オーミアジル　　　 タカラモモ　　　　

スペシャルネイム　 トーアギンガ　　　 コアレスガバナー　

誠美賞スプリングカップ　　　　　　　　　

 Ｂ１－ ２  Ｂ３－ ２  Ｃ１－ ２  Ｃ２－ ４

    1500 m     1500 m     1400 m     1500 m

   ４－１１    １－１１    ３－６    ４－４

      10頭       10頭       10頭       10頭

カミタカジョー　　 マヤノプリヤ　　　 エイシンカルメ　　 ユーワサンライズ　

エクストラナンバー テンテンガール　　 ニシネホウジュ　　 イシノアニカ　　　

ウインルーチェ　　 ヘルシーキング　　 スパニッシュガール イシノレヴリミット

スタンドアウェイ　 ヨシウォーリア　　 インタープレジール ミズホトウショウ　

カザバナジョウ　　 サクラグランクリュ ロココガール　　　 ハシリタガール　　

マルケイリリアン　 シルキーギガ　　　 アバンティイモン　 スズカワンダー　　

トウホーパイオニア エイシンタイアン　 トレジャーステージ フミノホクト　　　

コルシカタイム　　 マイネルマトゥーロ ドリームハマー　　 ラッキーホーン　　

マイオール　　　　 オーミワンビュー　 タケイチグッド　　 アトワンスナオ　　

トップシェーバー　 スナークロビン　　 マイトガイ　　　　 サプライズアゲン　



平成１９年度 石川県営第４回金沢競馬 出走馬一覧表 《 サラブレッド系 》 №２

リゲル特別　　　　　　　　　　　　　　　

 Ｃ３－ １  Ｃ４－ ２  ３歳A－ ２  ３歳B－ ６

    1400 m     1300 m     1400 m     1300 m

   ２－５    １－６    ２－１１    ３－１

      11頭       10頭       10頭       9頭

カナザワノユメ　　 トライアンドトライ ブルーアロハ　　　 ツルギイングランド

レッドバンクス　　 マエノゴスペル　　 テンノヒビキ　　　 キセキノオーラ　　

チャンネルロック　 イッテツサイレンス プリンセスブレイブ ハッピーパイン　　

ミスモモコ　　　　 シズカチャン　　　 エバータイム　　　 ホーリーロマンス　

フィーリージョー　 ゴートゥームーブ　 カンタベリーダイヤ スプリングレリア　

ジョウショーモアー タノムバンチョウ　 ムーンロード　　　 フジマサダンサー　

アトワンスヒロ　　 リンガスルビー　　 ホワイトイナバウア マリナーズラック　

シロキタパレード　 トゥーマイファン　 メジャープリンス　 ダイヤサンダー　　

マリンプリンセス　 メビウスリング　　 ココロノオアシス　 リンタックボス　　

ソレユケタテガミ　 サムソンホワイト　 マルヨポピー　　　

ティティブリザード

スイートピー賞（牝馬）　　　　　　　　　　　　　 雅宏・佳子祝結婚特別　　　　　　　 ペルセウス特別　　　　　　　　　　　　　

 Ｃ３－ ２  Ｃ４－ ３  ３歳B－ １  ３歳B－ ７

    1400 m     1400 m     1400 m     1300 m

   ２－４    １－５    １－４    ４－１

      10頭       10頭       9頭       9頭

スンダール　　　　 コンレチェ　　　　 クリスタルペガサス マウントアサヒ　　

ポケットマネー　　 カネトシサンセール メジャーフォルテ　 ハニートラップ　　

スズランチケット　 カヌマゼライト　　 キヌガサパール　　 キャットムーン　　

ゴールドバタフライ ラブマロン　　　　 ローリエエンペラー スピードゴールド　

ブライティアビスタ エンゼルトップ　　 トリノチグサ　　　 ローランニール　　

グッドヴィクトリー ハイフレンドバトル アイスクライマー　 グレートシャトル　

クニノハル　　　　 カイテキドリーム　 トミノプリティー　 アサミブライト　　

トーアスコーピアス ジンバトル　　　　 サルバドールキング セフティーフローラ

ラブミースマイル　 ヨドノチャチャ　　 ハシルダケヤ　　　 コウエイレインボー

ビザンチェリー　　 ヨシフーリガン　　

 Ｃ３－ ３  Ｃ４－ ４  ３歳B－ ２

    1400 m     1300 m     1400 m

   ２－３    １－３    １－１

      10頭       10頭       9頭

テンザンイカヅチ　 サウンドハンター　 メコノプシス　　　

チビタ　　　　　　 エーデルエヴァート スルーザレイン　　

ローリエインパクト ハグロユヅキ　　　 コウギョウマジック

センターリング　　 スキープレイン　　 ホワイトベビー　　

オオイシアラレ　　 ユウキオマージュ　 サクラスターライト

リベロストラーダ　 ワイエスエガオ　　 スズシンガー　　　

アガタリュウセイ　 ブライティアシーズ フラワーチャーム　

パレンテシ　　　　 ヨシモメンタム　　 チビスケ　　　　　

エプソムセイレーン シルクボナンザ　　 バイオレットブーケ

リワードランサー　 ニシノハーロック　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アザレア賞（牝馬）　　　　　　　　　　　　　　　

 Ｃ３－ ４  Ｃ４－ ５  ３歳B－ ３

    1300 m     1300 m     1400 m

   ２－２    １－２    ４－３

      10頭       10頭       9頭

ブライティアテラス シルキージャスト　 ユキノダイアナ　　

ダイワケベック　　 グリンシルバー　　 シーガール　　　　

アタゴイチバンボシ オレオレオラ　　　 ツキヅジョイナー　

シアターピース　　 マルカンクニカ　　 ジョウテンアップ　

ホワイトサンビーム ショエーブルボン　 パラダイスオピウム

サンレイクロス　　 ソロトリップ　　　 ドリームリフレイン

ノーブルレディ　　 カイブツライデン　 ユキノバクシン　　

アンバーエイト　　 レオエンジェル　　 キラキラジェリー　

リンガスクインビー トウショウオアシス マワキハマー　　　

ウェルスビューロウ ユメノセテライズ　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 Ｃ３－ ５  Ｃ４－ ６  ３歳B－ ４

    1300 m     1300 m     1300 m

   ２－１    ３－３    ４－２

      10頭 12頭       9頭

クサナギ　　　　　 ハローボギイ　　　

コアレスウィット　 Ｃ４級出走馬のうち、後半も出走を希望する フォーカスウエイト

ボーリヴァージ　　 馬で、番組賞金下位の馬より編成する。 テンノオトメ　　　

タカオウイング　　 マカレーナ　　　　

シンディフォンテン 確定格付けは、５月１４日開催終了後に発 タケトヒビキ　　　

ブリックス　　　　 表する。 セイカスクワート　

ヒミノライブリー　 ゲンパチパワフル　

トエンティマーチ　 ナツミ　　　　　　 　　  　　　☆　注   意   事   項

ベルフィオール　　 ラキシスマキ　　　

ソニックトウショウ

　　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 

スピカ特別　　　　　　　　　　　　　　　 ＪＲＡ交流クレマチス賞　　　　　　　　　

 Ｃ４－ １ ３歳  ３歳B－ ５ 　　場 合 は 、 出 走 投 票 馬 を も っ て

    1400 m     1400 m     1300 m

   １－７    ２－９    ３－２

      11頭       14頭       9頭 　　編 成 替 え す る こ と あ る 。

ウィズミーダーリン ハーベストピーチ　 オーミパヒューム　

スナークキララ　　 ラトゥ　　　　　　 カルストングラスオ

クインアロー　　　 サクラフブキオー　 ハイフレンドルンバ 　　投 票 頭 数 に よ り 、 競 走 番 号 を

タカラシャーディー ダブルアーチャー　 テンエイマッキー　

コウテイノユメ　　 コウエイパスポート ピュアナヒミツ　　

ヤマジュンスイート マルハチヘラクレス グリーンキャッスル 　　変 更 す る こ と が あ る 。

ユメノセテハバタケ 中央馬６頭以内（＊確定は５月１１日午後の予定） アタゴナデシコ　　

ダイナミジャー　　 ネイチャーマインド キャプテンビーナス

リワードプランタン ハクユウワンダー シュンパティコ　　

ノボアメリカン　　 パープルマンテン

シーイズザワン　　 ヒンギス

マンヲジシテ

ミスターリスリン

補欠 オンワードウイン

補欠 トヨサンハッピー


