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令和 3 年 3月 10日 

千葉県競馬組合 

 

船橋ケイバ（千葉県船橋市若松 1-2-1）では、令和 2 年度第 12 回開催を 3 月 15 日（月）～19 日（金）に開

催いたします。今開催は、重賞レース「第 66 回 ダイオライト記念（JpnⅡ）」〔3 月 17 日（水）〕を開催いたし

ます。春の船橋競馬は、この後、4月のマリーンカップ（JpnⅢ）、5月のかしわ記念（JpnⅠ）と、3か月連続で

ダートグレード競走を開催いたします。 

3 月 4日（木）にお知らせした通り、千葉県内での新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、今開催も

引き続き無観客競馬での開催といたします。お客様をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけいたし

ますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。  

3 月 17 日（水）は、重賞レース「ダイオライト記念」を記念して、「ラジオ NIKKEI」による実況生中継特番

を佐藤哲三さん（元 JRA 所属騎手）を解説に迎え、中野雷太アナウンサーの実況で、船橋から全国に放送いた

します。さらに、「楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決」、「スポーツ報知 無料オンライン検討会＆抽選会」、「BAOO

チャンネル 全レース予想 LIVE 配信」を「YouTube」や「ニコニコ生放送」、「Zoom」でのライブ配信を行います。

各番組では、「アナザートゥルース号デザインのクオカード（50,000 円分）」や「ダイオライト記念オリジナル

今治バスタオル」など豪華景品が合計 200名以上の方にあたるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

また、大好評の「3開催連続！2021スタートダッシュキャンペーン」の最終回、「船橋競馬公式 Twitter ～フ

ォロー＆リツイートキャンペーン～」をスタートいたしました。公式 Twitter アカウントをフォローして、応

募対象ツイートをリツイートしていただいた方の中から、抽選で 150 名様に、千葉県産の「黒毛和牛」や南房

総市産の「イセエビ」、木更津産品詰め合わせなどをプレゼントいたします（応募締切：3月 19日（金）21：00）。 

3 月 19日（金）は、「日刊ゲンダイ DIGITAL賞」などを、現地から、たかはしゆいさん（元 SDN48）と女性パ

チンコライターの「玉ちゃん」が大予想、YouTubeチャンネル「ゆいちゅ～ぶ」でのライブ配信を実施いたしま

す。このほか、「ハートビート VR」では、7人の船橋ジョッキーズが登場する待望の最新作全バージョンを 3月

15 日（月）から期間限定で公開するほか、「キャロッタ＆キャロッペ」の LINEスタンプ（全 24種類）も好評発

売中です。詳しくは、次項以降をご覧ください。

■「ダイオライト記念」とは

1956 年に南関東所属の 3歳（現 4 歳）・4 歳（現 5歳）牡馬による重賞競走として創設、第 1回はダート 1800m

で施行されました。 距離や競走条件は幾度かの変遷を経て、施行距離は 1976年よりダート 2400m、競走条件は

1996年から中央・地方全国指定交流競走となり、1998年より 5歳（現 4歳）以上に、 格付表記は 2007年より、

（JpnⅡ）に変更されました。 競走名の「ダイオライト」はイギリスから輸入され、日本初の牡馬クラシック

三冠馬セントライトなどを輩出した種牡馬で、千葉県成田市三里塚の宮内庁下総御料牧場に繋養されたことに

由来します。昨年のレースは、1番人気のアナザートゥルース（C.ルメール騎手騎乗）が勝利しました。 

船橋競馬 第 12回開催〔3月 15日（月）～19日（金）〕 
「第 66回 ダイオライト記念（JpnⅡ）」〔3月 17日（水）〕 
ラジオ NIKKEI・楽天競馬 LIVE・スポーツ報知・BAOO チャンネルで

「ダイオライト記念」をライブ放送！2021 スタートダッシュキャンペーン最終回！ 

「キャロッタ」LINE スタンプ発売中！「ハートビート VR」も新作公開！！ 
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≪電話・インターネット投票≫ 

○SPAT4  https://spat4special.jp/  

※5 日間・全レース発売いたします。 

SPAT4対応の銀行に口座をお持ちのお客様は、その日の内に勝馬投票券を購入できる 

地方競馬インターネット投票サービス「SPAT4」のご利用が可能です。 

 

○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/ 

※5 日間・全レース発売いたします。 

楽天の会員に登録して頂き、楽天銀行の口座を開設のお客様は、その日の内に勝馬投票

券を購入できる地方競馬インターネット投票サービス「楽天競馬」のご利用が可能です。 

 

○JRA ネット投票 http://www.keiba.go.jp/ipat/index.html  

※3 月 16日（火）～18日（木）全レースを即 PATで発売いたします。 

JRA 指定の銀行に口座をお持ちのお客様は、その日の内に勝馬投票券を購入できる地方

競馬インターネット投票サービス「即 PAT」のご利用が可能です。 

 

≪ライブ中継≫ 

●テレビ番組（レース中継） 

○「スカパー！ 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/ 

放 送 日 時 
3月 15日（月）～19日（金）13：30～20：30 

※3月 17日（水）のみ 13：20～20：30 無料放送（受信機器が必要です） 

チャンネル 678ch 

視 聴 方 法 
契約が必要になります。（有料放送）その他、受信機器などが必要になる場合があります。 

※詳しくは上記 URLをご覧ください。 

 

○「千葉テレビ（サービス 2）」  http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180 

放 送 日 時 3月 15日（月）～19日（金）18：30～20：30 

チャンネル 3ch ※地域により異なる場合があります 

視 聴 方 法 

千葉テレビ（3ch）を視聴中、チャンネルボタンの＋または↑を選択、または番組表（EPG）を

表示中に「チバテレ 2」の「船橋競馬中継」欄を選択。 

※詳しくはテレビのマニュアル等でご確認ください。 

 

○「グリーンチャンネル地方競馬中継」 

https://www.greenchannel.jp/program/racing-chihoukeiba-chukei.html 

放 送 日 時 3月 17日（水）18：30～20：00 

チャンネル BS234ch 

視 聴 方 法 
契約が必要になります。（有料放送）その他、受信機器などが必要になる場合があります。 

※詳しくは上記 URLをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://spat4special.jp/
https://keiba.rakuten.co.jp/
http://www.keiba.go.jp/ipat/index.html
https://www.nankan-tv.com/
http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
https://www.greenchannel.jp/program/racing-chihoukeiba-chukei.html
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佐藤哲三さん 
（元 JRA所属騎手） 

●ラジオ番組（レース中継） 

○「ラジオ NIKKEI ダイオライト記念 実況中継」 

放 送 日 時 3月 17日（水）18：30～20：00  

チャンネル ラジオ NIKKEI第 1 ※パソコン・スマホ等からラジコでお聴きください 

実況・進行 中野雷太さん・大関隼さん（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

レ ポ ー ト 米田元気さん・小屋敷彰吾さん（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

解 説 佐藤哲三さん（元 JRA所属騎手）、渡辺敬一さん（競馬ブック） 

放 送 内 容 

南関東所属の長距離馬が最大の目標とする重賞レース「第 66回 ダイオライト記念（JpnⅡ）」

を全国へ実況生中継でお届けいたします。元 JRA 所属騎手の佐藤哲三さんが登場し、元騎手

目線の解説で注目の長距離レースをお送りいたします。さらには、先月 21日に惜しくも急逝

した船橋の誇る名馬アブクマポーロ号や、先の川崎記念を地方競馬所属馬として 10年ぶりに

勝利したカジノフォンテン号について騎手・調教師の方へのインタビューなどレース以外の

特集コーナーも！ 

 

 

 

 

 

 

中野雷太さん 大関隼さん   米田元気さん 小屋敷彰吾さん 

 
 
●インターネット 

○nankankeiba.comライブ中継（南関東 4競馬場公式） https://www.nankankeiba.com/ 

 

○地方競馬ライブ（地方競馬全場のレースが視聴可能） http://keiba-lv-st.jp/ 

 

○ニコニコ競馬チャンネル http://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ラジオNIKKEIアナウンサー） 

https://www.nankankeiba.com/
http://keiba-lv-st.jp/
http://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
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≪船橋ケイバ 2021 スタートダッシュキャンペーン≫  
https://www.f-keiba-cp.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 回開催から 3 か月連続・月替わり開催の「船橋ケイバ 2021 スタートダッシュキャンペーン」は、最終

回・第 3弾となる「船橋競馬公式 Twitter ～フォロー＆リツイートキャンペーン～」を 3月 19日（金）まで開

催中。船橋競馬公式 Twitter アカウント（@funabashi_keiba）をフォローして、応募対象ツイートをリツイー

トしていただいた方の中から、抽選で 150 名様にアナザートゥルース号がデザインされたダイオライト記念オ

リジナルクオカードや、千葉県産の黒毛和牛、南房総市産のイセエビ、木更津産品詰め合わせなど豪華賞品が

あたるプレゼントキャンペーンです。 

 

○「船橋競馬公式 Twitter ～フォロー＆リツイートキャンペーン～」 

応募締切 3月 19 日（金）21：00 

賞品内容 

・「アナザートゥルース号」デザイン ダイオライト記念オリジナルクオカード（500円） 50本 

・かずさ和牛「すき焼き肉（A5・リブロース 400g）」 4本 

・南房総市産イセエビ 4本 

・「クリソベリル号」デザイン 日本テレビ盃オリジナルクオカード（10,000円） 2本 

・国内有名ブランド空気清浄機 5本 

・木更津産品詰め合わせセット 25本 

〔房州ひじきのり、あさり佃煮〕 

・ビューティーグッズ詰め合わせセット 10 本 

〔海外高級ブランド化粧品・メイクアイテム、人気ハーブティー、コーヒーカタログセット〕 

・船橋競馬オリジナルグッズ詰め合わせセット 50本 

〔マリーンカップトートバック、かしわ記念 Tシャツ、日本テレビ盃ジップジャケット、船橋競

馬オリジナルブランケット〕 

※上記の中から、3点以上の詰め合わせとなります。中身は指定できません。 

 

以下の賞品を当選者全員にプレゼント 

・船橋競馬 オリジナルマスク（4タイプのうちどれか 1つ）・オリジナルクリアファイル 

備 考 応募方法・賞品等の詳細は、特設 WEBサイトをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.f-keiba-cp.com/


5 

 

≪楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決（ダイオライト記念）≫ 
特設 WEBサイト https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20210317/ 

配 信 日 時 3月 17日（水）16：50～20：00 

チャンネル 

楽天競馬公式 YouTubeチャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCc1rXyF6XNCIJuHsKSg7hVw 

ニコニコ生放送 

https://live.nicovideo.jp/ 

出 演 者 

細江純子さん（ホースコラボレーター）、古谷剛彦さん（楽天競馬スペシャルアドバイザー）、

津田麻莉奈さん・守永真彩さん（楽天競馬“ポッ”イントもらっちゃおう娘「ポッ娘」）、 

MC：舩山陽司さん 

放 送 内 容 

3 月 17 日（水）の船橋競馬第 8～12 レースを予想して【楽天競馬チーム】守永真彩さん・津

田麻莉奈さん（楽天競馬“ポッ”イントもらっちゃおう娘「ポッ娘」）と【船橋競馬ゲストチ

ーム】細江純子さん（ホースコラボレーター）、古谷剛彦さん（楽天競馬スペシャルアドバイ

ザー）によるチーム対抗馬券対決をお届けします。他にも予想の助っ人ゲストとして、現地

から星野菜々さん（桜花のキセキ）と小山内完友記者（日刊競馬）、中川明美記者（競馬ブッ

ク）が、更にリモートで牛山基康記者（日刊スポーツ）がリアルな情報をお届けします。 

さらに、馬券対決の勝利チームを予想し、エントリー＆的中＆対象馬券を合計 5,000 円以

上購入した方のうち、抽選で、船橋競馬オリジナルクオカード（50,000円分：2名様、5,000

円分：8名様、500円分：50名様）やダイオライト記念オリジナル今治バスタオル（140名様）、

があたる、豪華プレゼントキャンペーンを実施いたします。 

エントリー期間：3月 17日（水）18：45 まで 

※エントリー方法・賞品等、詳細は上記の楽天競馬 LIVEの特設 WEBサイトをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

星野菜々さん 
（桜花のキセキ） 

https://www.youtube.com/channel/UCc1rXyF6XNCIJuHsKSg7hVw
https://live.nicovideo.jp/
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キャプテン渡辺さん 

≪スポーツ報知「ダイオライト記念」無料オンライン検討会＆抽選会≫ 
https://www.hochi.co.jp/info/20210303.html 

配 信 日 時 3月 17日（水）18：20～19：20 

チャンネル 
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCwUqXNFNFIm3Xz-Z7TmzUAg/featured 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/88653867838 

出 演 者 田中歩さん、春木宏夫記者・玉木宏征記者（スポーツ報知） 

放 送 内 容 

3月 17日（水）の「ダイオライト記念（JpnⅡ）」の無料オンライン検討会を MC田中歩さん、

スポーツ報知の春木宏夫記者、“マジシャン”の異名をもつ玉木宏征記者が出演し、開催いた

します。スポーツ報知の有料競馬サイト「馬トク」から特別に予想データも披露します。

「YouTube」と「Zoom」にて視聴可能です。 

さらにイベント中には、ダイオライト記念オリジナル今治バスタオルが 20名様にあたる抽

選会も実施します。抽選会に参加ご希望の方は下記エントリーサイトからお申し込みくださ

い。 

抽選会エントリーフォーム：https://business.form-mailer.jp/lp/02c04d41139905 

エントリー期間：3月 17日（水）14：00 まで 

※イベントの詳細などのお問い合わせは、報知新聞社 hochigigyo@gmail.comまで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪BAOOチャンネル「ダイオライト記念当日船橋競馬全レース予想」YouTube LIVE 配信≫ 

https://www.youtube.com/channel/UChwRU5Tv5wVVfDLbXAjDsLw 

配 信 日 時 3月 17日（水）13：30～20：00 

チャンネル YouTubeチャンネル「BAOOチャンネル」 

出 演 者 キャプテン渡辺さん、藤江れいなさん 

放 送 内 容 

ダイオライト記念当日〔3月 17日（水）〕の船橋競馬全レース予想をキャプテン渡辺さん、藤

江れいなさんが実施、YouTubeチャンネル「BAOOチャンネル」で生配信いたします。 

さらに Twitter でのプレゼントキャンペーンも開催、抽選でダイオライト記念オリジナル

今治バスタオルなどがあたります。詳しくは BAOO1世の Twitterアカウント（@BAOO1002）を

フォローして、キャンペーンツイートをご覧ください。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤江れいなさん 

田中歩さん 春木宏夫さん   玉木宏征さん 
（スポーツ報知） 

https://www.hochi.co.jp/info/20210303.html
https://www.youtube.com/channel/UCwUqXNFNFIm3Xz-Z7TmzUAg/featured
https://us02web.zoom.us/j/88653867838
https://business.form-mailer.jp/lp/02c04d41139905
https://www.youtube.com/channel/UChwRU5Tv5wVVfDLbXAjDsLw
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玉ちゃん 

（パチンコライター） 

≪「日刊ゲンダイ DIGITAL 賞」ゆいちゅ～ぶ生配信≫ 
https://www.youtube.com/channel/UCmc8_TdBj1ROQri3QGVuXkQ/featured 

配 信 日 時 3月 19日（金）18：00～ 

チャンネル YouTubeチャンネル「ゆいちゅ～ぶ」 

出 演 者 たかはしゆいさん（元 SDN48）、玉ちゃん（パチンコライター） 

放 送 内 容 

3月 19日（金）のメインレース「日刊ゲンダイ DIGITAL賞」を含む当日の船橋競馬第 10～12

レースをたかはしゆいさん（元 SDN48）と女性パチンコライターの「玉ちゃん」が船橋競馬場

から大予想、YouTube チャンネル「ゆいちゅ～ぶ」で生配信いたします。 

※3月下旬には、今回のダイジェスト版を「ゆいちゅ～ぶ」にて配信予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪「キャロッタ＆キャロッペ」オリジナル LINE スタンプ≫ 

～2 月より、全 24 種類を販売スタート！～ 

https://line.me/S/sticker/14414764?lang=ja&ref=lsh_stickerDetail 

株式会社よみうりランドの協力により、船橋ケイバマスコットキャラクター「キャロッタ＆キャロッペ」の

コミュニケーションアプリ LINE スタンプを制作、2月より販売開始いたしました。 

オリジナル LINE スタンプは全部で 24 種類！「キャロッタ＆キャロッペ」が普段使いしやすいメッセージと

ともにデザインされており、日常のコミュニケーションにおすすめのアイテムです。ぜひお買い求めください。 

※株式会社よみうりランドの管理ページでの販売となります。 

※予告なく販売を終了する場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たかはしゆいさん 
（元 SDN48） 

https://www.youtube.com/channel/UCmc8_TdBj1ROQri3QGVuXkQ/featured
https://line.me/S/sticker/14414764?lang=ja&ref=lsh_stickerDetail
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≪新作公開！公式 YouTube チャンネル「ハートビート VRチャンネル」≫ 

～最新作限定公開！ 7人の船橋ジョッキーズが 1,000m勝負！～ 

https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw 

自宅で競馬体験！日本初の現役騎手・競走馬による迫力の VR映像「ハートビー

ト VR」は、公式 YouTubeチャンネル「ハートビート VRチャンネル」で！ 

開催初日〔3月 15日（月）〕からは、待望の最新作全バージョンが期間限定

で公開されます！舞台は船橋 1,000m！7 人の船橋ジョッキーズの華麗な手綱さ

ばきと大川充夫アナウンサー・百瀬和己アナウンサー（耳目社）の実況により、

競馬場に行くことができない日常でも、リアルな船橋競馬が体験できます！ 

公開予定騎手：笠野雄大騎手、川島正太郎騎手、張田昂騎手、岡村健司騎手、

臼井健太郎騎手、田中力騎手、山中悠希騎手 

※VR として楽しむには VR 機器が必要ですが、機器がお手元になくても 360 度

リアル競馬体験の映像としてお楽しみいただけます。 

 

≪Withコロナ装飾（新型コロナウイルス感染防止対策啓発装飾）≫ 

新型コロナウイルス感染防止対策の一環として「ソーシャルディスタンスを取って、感染対策に努めながら、

船橋競馬のレースで熱くなってほしい」という想いを込めた装飾・看板を、船橋競馬場の外周に掲出しており

ます。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪船橋ケイバ × netkeiba.com「船橋競馬完全攻略」≫ 

 
 
 
 
 
 
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top 

予想家 3 名に加え、スポーツ紙 3社の特別協力による全レース予想印を無料で公開いたします。 

船橋ケイバ関連のニュースもまとめてチェックできます！ 

 

【外周大型看板】 【入場門前の装飾】 

https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
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≪ホームページ・SNS≫ 

○船橋ケイバ   （PC） http://www.f-keiba.com/ 

（スマートフォン） http://www.f-keiba.com/sp/

○船橋ケイバ公式 SNS （Twitter） https://twitter.com/funabashi_keiba

(Facebook） https://www.facebook.com/funabashikeiba/ 

○南関東 4競馬場 （PC） http://www.nankankeiba.com

（携帯） http://www.nankankeiba.com/mobile/ 

（スマートフォン） http://www.nankankeiba.com/sp/

■今開催の場内イベント・サービス等について
○「夜競（やけい）倶楽部」について

会員の方は、現在保有されているカード・ポイントは有効です。有効期限は次回ポイント付与のタイ

ミングで自動延長となります。そのままお持ちください。

○「ハートビートタッチ」について

引換期限が〔2020年 3月 10日（火）～14日（土）〕までのレシートは 2022年 3月 31日（木）まで使

用可能といたします。そのままお持ちください。

○「特別観覧席の招待（引換）券」について

5 階特別観覧席は、スタンド改修工事に伴い閉鎖となり、3階一部エリアに新たに有料指定席を設置致します。 

2020年 2月 27日（木）以降が期限の特別観覧席ご招待券は、今後 3階有料指定席にて使用可能といたします。

詳細のお問い合わせは、よみうりランド船橋競馬事業部（047-431-2151）へお願いいたします。 

http://www.f-keiba.com/
http://www.nankankeiba.com/

