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令和 3 年 4月 1 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 3年度第 1回開催を 4月 5日（月）～9日（金）に開催い

たします。今開催は、重賞レース「第 25回 マリーンカップ（JpnⅢ）」〔4月 7日（水）〕、「第 24回 京成盃グラ

ンドマイラーズ（SⅡ）」〔4月 8日（木）〕を開催いたします。京成盃グランドマイラーズは、今年から SⅡに昇

格になるとともに開催月も 6月から 4月に変更、「かしわ記念（JpnⅠ）」のトライアル競走になりました。 

3 月 21 日（日）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。 

 

4 月 7日（水）は、重賞レース「マリーンカップ」の開催を記念して、「ラジオ NIKKEI」による実況生中継特

番を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」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、「サッポロ生ビール黒ラベル 12本セット」や「成田漬物本舗 漬物 7点セット」、「マリーンカップオリジナ

ルデニムトート」など豪華景品があたるプレゼントキャンペーンを開催いたします。 

このほか、「ハートビート VR」は、7人の船橋ジョッキーズが登場する全バージョンを期間限定〔かしわ記念

（JpnⅠ）5月 5日（祝水）まで〕公開中のほか、「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。さらに、新年度は予想などに役立つ WEB コンテンツが目白押し、netkeiba.com とのコラボに

よる「船橋競馬完全攻略」のバージョンアップに加え、新たに「デイリースポーツオンライン」「スポニチアネ

ックス」「サンスポ ZBAT！＆週刊 Gallop」で、全レースの出走表・印掲載やデータ分析などがスタートします。 

詳しくは、次項以降をご覧ください。 

また、船橋ケイバを楽しむ人たちへのイベント情報サイト「ハートビートラバーズ」は、3月で終了となりま

した。ファンの皆様、長らくのご愛顧ありがとうございました。4月下旬には、さらに進化した新しい情報サイ

トのオープンを予定しておりますので、ご期待ください！  

 

■「マリーンカップ」とは  

1997年に 4歳（現 3歳）から 10 歳（現 9歳）までの牝馬限定の賞金別定の中央・地方全国指定交流の重賞（統

一 GⅢ・南関東 G2）として第 1回を施行。2001年からは出走資格を 3歳（旧 4歳）以上牝馬に、2004年からは

負担重量をグレード別定になりました。上位 2着までに入った地方競馬所属馬には、スパーキングレディーカ

ップ（川崎競馬場）の、また 5着以内の南関東所属先着馬 2頭（3歳馬を除く）に対し、しらさぎ賞（浦和競馬

場）の優先出走権が与えられます。 

■「京成盃グランドマイラーズ」とは 

1997年にダート 1600メートルの南関東重賞 (G3) 競走として第 1回が施行されました。以降、レースの施行時

期は年によって変動しているため、それに伴いレースの位置付けも様変わりしています。24回目を迎える今年、

南関東重賞格付けが SⅡに昇格になるとともに施行時期も 6 月から 4 月に変更、「かしわ記念（JpnⅠ）」のトラ

イアル競走（1着・2 着馬に優先出走権）になりました。 

船橋競馬 第 1回開催〔4月 5日（月）～9日（金）〕 
「第 25回 マリーンカップ（JpnⅢ）」〔4月 7日（水）〕 

「第 24回 京成盃グランドマイラーズ（SⅡ）」〔4月 8日（木）〕 
「マリーンカップ」〔ラジオNIKKEI・楽天競馬LIVE・スポーツ報知〕ライブ放送！ 

テレビ番組でも話題となった「ハートビート VR」も期間限定公開中！ 
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佐藤哲三さん 
（元 JRA所属騎手） 

≪ラジオ NIKKEI「マリーンカップ」実況中継≫ 

放 送 日 時 4月 7日（水）19：00～20：30  

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 大関隼さん・小屋敷彰吾さん（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

レ ポ ー ト 中野雷太さん・米田元気さん（ラジオ NIKKEI アナウンサー） 

解 説 佐藤哲三さん（元 JRA所属騎手）、佐瀬幸司さん（日刊競馬） 

放 送 内 容 

春競馬、牝馬限定のダートグレード競走「第 25 回 マリーンカップ（JpnⅢ）」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を解説に迎え、現地からのレポ

ートでは、臨場感のある情報などをお送りいたします。また、「どうなる今年の船橋競馬？」

と題して、今年度のレース見どころや船橋競馬所属の注目有力馬、現在改修工事中の船橋競

馬場の情報など、貴重なお話が盛りだくさんの特集コーナーも！さらには、マリーンカップ

オリジナルデニムトートバッグをリスナー5名様にプレゼントいたします。 

ラジオ NIKKEIでは、別番組内で船橋競馬情報満載の「ハートビートナイター・船橋競馬イン

フォメーション」をスタートします。詳細は 6ページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

中野雷太さん 大関隼さん   米田元気さん 小屋敷彰吾さん 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ラジオNIKKEIアナウンサー） 
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≪楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決（マリーンカップ）≫ 
特設 WEBサイト https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20210407/ 

配 信 日 時 4月 7日（水）17：30～21：15 

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 

星野菜々さん・望桃美さん（馬事文化応援アイドル 桜花のキセキ）、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」）、古谷剛彦さん（楽天競馬

スペシャルアドバイザー） 

放 送 内 容 

「マリーンカップ」開催の 4 月 7 日（水）船橋競馬第 7～12 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】星野菜々さん・望桃美さん（馬事文化応援アイドル 桜花のキセ

キ）、によるチーム対抗馬券対決をお届けします。また、翌日に開催する重賞レース「京成盃

グランドマイラーズ」の予想なども行います。 

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、抽選でサッポロビール賞「サッポロ生ビール黒ラベル 350ml×12 本セ

ット」（10 名様）や京成賞「成田漬物本舗 漬物 7 点セット」（10 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：4月 7日（水）19：45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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20210407/
https://www.youtube.com/channel/UCc1rXyF6XNCIJuHsKSg7hVw
https://live.nicovideo.jp/
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薄井しお里さん 

≪スポーツ報知「マリーンカップ」無料オンライン検討会＆抽選会≫ 

配 信 日 時 4月 7日（水）19：00～20：30 

チャンネル 

YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCprJb2jM9Jwt8FhGpOkSlmw 

または https://youtu.be/elYyH27GPVQ 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/87177098033?pwd=d0lvSmpxT0RHWi9wTStMQk9sT2RmUT09 

出 演 者 
田中歩さん、春木宏夫記者・大上賢一郎記者・志賀浩子記者（スポーツ報知） 

ゲスト：薄井しお里さん（グラビアアイドル・元東北放送アナウンサー） 

放 送 内 容 

4月 7日（水）の「マリーンカップ（JpnⅢ）」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、大上賢一郎記者、志賀浩子記者とゲストにグラビアアイドルで元

東北放送アナウンサーの薄井しお里さんを迎えて、開催します。「YouTube」と「Zoom」にて

視聴可能です。 

さらにイベント中には、「マリーンカップオリジナルデニムトート」が 20 名様にあたる抽選

会も実施します。抽選会の応募方法はイベント配信中に告知します。 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪公式 YouTube チャンネル「ハートビート VR チャンネル」≫ 

～2020 全バージョンを期間限定〔かしわ記念（JpnⅠ） 5月 5日（祝水）まで〕公開中！～ 

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！ 

前開催から、2020全バージョンを期間限定〔かしわ記念（JpnⅠ）5月 5日（祝水）

まで〕公開中！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。 

 

 

 

 

 

 

田中歩さん 春木宏夫さん 大上賢一郎さん 志賀浩子さん 
（スポーツ報知） 

https://www.youtube.com/channel/UCprJb2jM9Jwt8FhGpOkSlmw
https://youtu.be/elYyH27GPVQ
https://us02web.zoom.us/j/87177098033?pwd=d0lvSmpxT0RHWi9wTStMQk9sT2RmUT09
https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
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≪「キャロッタ＆キャロッペ」オリジナル LINE スタンプ≫ 

～全 24種類を販売中！～ 

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（全 24 種類）を好評販売中です。普段使いしやすいメッセージとか

わいいデザインは、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。 

 

≪船橋ケイバ × netkeiba.com「船橋競馬完全攻略」リニューアルオープン！≫ 

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

公開する「船橋競馬完全攻略」が、バージョンアップ！デザインリニューアル

のほか、毎日のメインレースの見解・買い目などの情報を強化。また次回開催

からは「重賞レース」ページの公開も予定しています。 

 

≪デイリースポーツオンライン 全レース・スピード指数付き出走表≫ 

https://www.daily.co.jp/horse/local/ 

船橋競馬・全レースのスピード指数＆予想印付き出走表や、展開・予想コメントを無料公開が 4 月 5 日（月）

からスタートします。 

 

≪スポニチアネックス 船橋ケイバ特集≫ 

https://www.sponichi.co.jp/gamble/ 

船橋競馬のニュースがまとめて見れる船橋ケイバ特集が 4月 5日（月）からスタート。 

マリーンカップ特別企画として、競馬未経験の野球・芸能記者による「船橋競馬初挑戦」「マリーンカップ予想

＆結果」コラムを 4月 6日（火）・8日（木）に公開します。 

（スポニチアネックスの「ギャンブル」ページからご覧いただけます） 

 

≪サンスポ ZBAT！  週刊 Gallop 船橋ケイバ重賞特集≫ 

https://race.sanspo.com/event/funabashi_grade2021/ 

競馬専門誌「週刊 Gallop」が、船橋競馬の全重賞レースを徹底解剖！ 

レース展望、出走表、過去 10年データなどレース予想検討に必要な情報が

満載です。 

 

 

 

 

 

 

https://line.me/S/sticker/14414764?lang=ja&ref=lsh_stickerDetail
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
https://www.daily.co.jp/horse/local/
https://www.sponichi.co.jp/gamble/
https://race.sanspo.com/event/funabashi_grade2021/
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≪ラジオ NIKKEI「ハートビートナイター・船橋競馬インフォメーション」≫ 

～ラジオ NIKKEI 第 1・第 2「競馬インパクト」内で 4月 4日（日）よりスタート～ 

放 送 日 時 4月 4日（日）16：45～17：00 

チャンネル ラジオ NIKKEI第 1・第 2 ※パソコン・スマホ等からラジコでお聴きください

M C 小屋敷彰吾さん（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

放 送 内 容 

ラジオ NIKKEI 第 1・第 2 で放送中の地方競馬情報番組「競馬インパクト」では、令和 3 年度

から、船橋競馬特集コーナー「ハートビートナイター・船橋競馬インフォメーション」を 4

月 4 日（日）よりスタートいたします。放送日は、船橋競馬開催直前の日曜日を予定してお

り、レース情報のほか、船橋競馬の注目馬紹介や騎手、調教師の方へのインタビューなども！

お楽しみに！

≪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 

○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/

