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令和 3 年 4月 28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 2回開催を 5月 3日（祝月）～7日（金）に開催

いたします。今開催は、船橋競馬最大のレース「第 33 回 かしわ記念（JpnⅠ）」〔5 月 5 日（祝水）〕をはじめ、

今年度から重賞レースに格上げされた「第 1回 若潮スプリント(SⅢ)」〔5月 3日（祝月）〕、「第 35回 東京湾カ

ップ(SⅡ)」〔5月 4日（祝火）〕と 3日連続で重賞レースを開催いたします。 

今開催から、新キービジュアル「変わるフナバシ！広がるフナバシ！強い競馬が、ここにある。」を公開いた

します。4月 28日（水）から新テレビ CMをオンエアし、大型連休の地方競馬・春の祭典を盛り上げます。 

また、4 月 16 日（金）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なります。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。 

 

「かしわ記念」では、「YouTube」「Zoom「netkeibaTV」「ニコニコ生放送」でのライブ予想番組、「SPAT4 プレ

ミアムポイント×netkeiba.com 地方重賞予想バトル！ガチすぱ！-LIVE-」、「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」を開催し、番組内では豪華景品が当たるプレゼントキャ

ンペーンも実施いたします。また、「ラジオ NIKKEI」では「かしわ記念」だけではなく、「若潮スプリント」に

おいても、全国生中継で放送し、豪華ゲスト・解説陣を迎え、注目馬の調教師インタビューなどもお届けします。 

 

また、4月 28日（水）にオープンしたスペシャルサイト「HEART BEAT NIGHTER オンライン」（https://www.

heartbeat-nighter.online）では、開催イベント情報などを掲載のほか、「かしわ記念 勝ち馬予想キャンペー

ン」を開催し、昨年の勝ち馬「ワイドファラオ号」デザインのかしわ記念オリジナルクオカードなど豪華賞品が

当たります。ここだけの最新情報満載「船橋ケイバ通信」では、公式 Twitterチーム総力レポート「教えて船橋

アイ」や、船橋競馬×うまレター「人馬がつなぐ船橋ストーリー」などの多数の新企画がスタートいたします。

さらに、2020年 2月まで場内で実施していた会員サービス「夜競倶楽部」が、「夜競倶楽部オンライン」として

復活。“船橋ならでは”のコンテンツが満載です。 

詳しくは、次項以降や「HEART BEAT NIGHTER オンライン」をご覧ください。 

 

【農林水産大臣賞典 第 33回 かしわ記念（JpnⅠ）】 

日 時 5 月 5日（祝水）第 11R（16：05発走予定） 

距 離 ダート左回り 1,600m 

出 走 資 格 サラブレッド系 4歳以上オープン 

賞 金 1 着 7,000万円、2着 2,450万円、3着 1,400万円、4着 700万円、5着 350万円 

負 担 重 量 牡馬 57kg、牝馬 55kg（南半球産の 4歳馬は 1kg減） 

船橋競馬 第 2 回開催〔5 月 3 日（祝月）～7 日（金）〕 
「第 33 回かしわ記念（JpnⅠ）」〔5 月 5 日（祝水）〕 

「第 1 回 若潮スプリント(SⅢ)」〔5 月 3 日（祝月）〕 
「第 35 回 東京湾カップ（SⅡ）」〔5 月 4 日（祝火）〕 

今開催の重賞は「昼間開催」！ 
ライブ放送や豪華賞品が当たるキャンペーンなどオンラインイベントが盛り沢山！ 

https://www.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/
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■「かしわ記念」の歴史  

第 1 回千葉県営競馬が柏競馬場で行われたことを記念し、1989年に創設。

1996年に指定交流競走となった当時は、春から夏にかけて短距離適性馬が

出走できるダートの大レースがなかったため、アブクマポーロやトーシン

ブリザード、スターリングローズといった中央競馬・地方競馬の一流馬に

よる高レベルの争いが繰り広げられるようになりました。2005年に GIに格

上げされてからは JRA所属馬が成績の上位を占めることが多く、エスポワ

ールシチー、ホッコータルマエ、コパノリッキー、ゴールドドリームなどダートの名馬たちが勝利を収めてい

ますが、地方所属からもアジュディミツオーやフリオーソなど船橋競馬場所属馬が勝利しており、地元のレベ

ルの高さを証明しています。騎手では元船橋競馬所属の石崎隆之氏が最多優勝回数 1位となる通算 6勝。2位

タイで JRA所属の武豊騎手、元 JRA所属の佐藤哲三氏が通算 3勝をあげています。昨年は、福永祐一騎手

（JRA）が騎乗するワイドファラオが優勝。福永祐一騎手は、2003年以来 2度目の優勝となりました。 

 
【日刊スポーツ賞 第 35回 東京湾カップ（SⅡ）】 

日 時 5 月 4日（祝火）第 11R（16：05発走予定） 

距 離 ダート左回り 1,700m 

条 件 等 サラブレッド系 3歳オープン・南関東競馬所属、1着賞金額 1,800万円 

 

■「東京湾カップ」の歴史  

東京湾横断道路（アクアライン）の着工と 21世紀への東京ベイラインの発展を祈念して 1987年、4歳馬（現

表記 3歳）による船橋競馬場ダート 2,000mの重賞として創設。第 17回開催までは毎年 12月に実施され、4歳

の数々の重賞を制覇した馬が 4歳最後の重賞制覇を競う祭典競走でした。2004年から開催時期が 5月に変更、

東京ダービーのトライアル競走に指定され、1、2着馬に対し東京ダービーの優先出走権が与えられるようにな

りました。2007年、南関東重賞格付け表記を SⅢ、施行距離を現在のダート 1,700mに変更、2020年より SⅡ

に格上げされました。 歴代勝利馬は第 1回の名馬イナリワン（1989年 JRA賞年度代表馬）のほか、エスプリ

シーズ、アジュディミツオー、マグニフィカといった統一 GI馬が名を連ねています。騎手では元船橋競馬所

属の石崎隆之氏が最多優勝回数 1位となる通算 6勝、一昨年レースを勝利した石﨑駿騎手（船橋競馬所属）通

算 2 勝とあわせて親子で通算 8勝をあげています。昨年は、山崎誠士騎手（川崎競馬所属）が騎乗するマンガ

ンが優勝、山口達弥騎手（船橋競馬所属）が騎乗するエメリミット（船橋）が 2着。この両馬が出走した昨年

6 月の東京ダービー（大井）では、エメリミットに騎乗した山口達弥騎手が優勝、マンガンに騎乗した山崎誠

士騎手が 2着に入り、東京ダービーの前哨戦となる熱い戦いが繰り広げられました。 

 

【ラジオ NIKKEI 盃 第 1回 若潮スプリント（SⅢ）】 

日 時 5 月 3日（祝月）第 11R（16：05発走予定） 

距 離 ダート左回り 1,200m 

条 件 等 サラブレッド系 3歳オープン・南関東競馬所属、1着賞金額 1,200万円 

 

■「若潮スプリント」とは 南関東競馬所属の 3歳スプリント戦線の充実を目的に 2019年にオープン特別

1,000mとして創設。翌 2020年には 1,200mに変更され、今年度からは SⅢの重賞に格上げされました。1着馬

に対し第 11回習志野きらっとスプリント（SⅠ：船橋競馬場）、1、2着馬に対し第 11回優駿スプリント（S

Ⅱ：大井競馬場）への優先出走権が与えられます。 
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≪船橋ケイバ 令和 3年度の新キービジュアル＆新 CM を公開！≫ 

～「変わるフナバシ！広がるフナバシ！強い競馬が、ここにある。」～ 

今年度の新キービジュアルを公開するとともに、新 CM「船橋ケイバがアツい」篇

を 4 月 24 日から、公式 YouTube チャンネル・地元テレビ局でオンエア開始、「船

橋ケイバがアツい、かしわ記念」篇は、本日 4月 28日（水）より、地上波・BS放

送、5 月 1 日（土）2 日（日）は、全国エリアの様々な競馬中継番組の前後でオン

エアいたします。 

新 CM「船橋ケイバがアツい」篇 

https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ/featured 

 

地上デジタル放送 

テレビ東京 

4月 28日（水）夜～5月 5日（祝水） 

5月 1日（土）「ウイニング競馬」番組前 

※関東ローカル 

テレビ北海道他 
5月 1日（土）「ウイニング競馬」番組前もしくは後 

※放送のある全国各局・各エリアで放送 

KBS 京都他 
5月 1日（土）「うま DOKI」番組前もしくは後 

※放送のある全国各局・各エリアで放送 

フジテレビ他 
5月 2日（日）「みんなの KEIBA」番組前もしくは後 

※放送のある全国各局・各エリアで放送 

関西テレビ他 
5月 2日（日）「競馬 BEAT」番組前もしくは後 

※放送のある全国各局・各エリアで放送 

千葉テレビ 
4月 30日（金）～ 

※千葉県内を中心に放送 

BS放送 

BSテレ東 
5月 1日（土）「ウイニング競馬」番組前後 

※全国放送 

BS11 

5月 1日（土）、2日（日） 

「BSイレブン競馬中継」第 1部番組後、第 2部番組前 

※全国放送 

ケーブルテレビ J:COM YY船橋習志野 
4月 24日（土）～「ふなばし TIMES」ほか 

※千葉県船橋市・習志野市・八千代市で放送 

 

≪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」≫ 
放 送 日 時 5月 2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 

地方競馬情報番組「競馬インパクト」内で、4月 4日（日）からスタートした船橋競馬特集コ

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」の第 2回が放送。GW注目の

3連続重賞の魅力・展望を、小屋敷彰吾アナウンサーがお伝えします。さらに、5月 1日（土）・

2日（日）には、中野雷太アナによるラジオ CM、「GWは船橋競馬」篇・「かしわ記念」篇が、

計 8 本だけの限定オンエア！ぜひチェックしてください！ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ/featured
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≪SPAT4 プレミアムポイント×netkeiba.com 
地方重賞予想バトル！ガチすぱ！-LIVE- かしわ記念編≫ 

配 信 日 時 5月 5日（祝水）14：00～17：00頃（予定） 

チャンネル 

netkeibaTV  

https://tv.netkeiba.com/campaign/?id=gachispa2021&rf=spat4pp_gachi 

netkeiba公式 YouTubeチャンネル 

https://www.youtube.com/watch?v=b5qU1Kz8Bu0 

出 演 者 
キャプテン渡辺さん（お笑い芸人）、細江純子さん（ホース・コラボレーター）、 

吉冨隆安さん（南関東競馬公認予想士）、田中歩さん（フリーアナウンサー） 

そ の 他 

予想バトルの勝者を予想し、見事的中させた SPAT4プレミアム

ポイント会員様は、もれなく、かしわ記念のポイントが 3倍ア

ップするキャンペーンを実施いたします。 

※エントリー方法等、詳細は SPAT4プレミアムポイントのお知

らせをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決（かしわ記念）≫ 
特設 WEBサイト https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20210505/ 

配 信 日 時 5月 5日（祝水）13：30～17：10頃まで 

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 

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」）、安藤

勝己さん（元 JRA騎手）、星野菜々さん・成瀬琴さん(桜花のキセキ)、矢野吉彦さん（フリー

アナウンサー） 

そ の 他 

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、抽選で第 33 回かしわ記念オリジナル T

シャツ（20名様）や楽天競馬オリジナル QUOカード 500円分（20名様）

が当たる豪華プレゼントキャンペーンを実施いたします。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

田中歩さん キャプテン渡辺さん 細江純子さん 吉冨隆安さん 

https://tv.netkeiba.com/campaign/?id=gachispa2021&rf=spat4pp_gachi
https://www.youtube.com/watch?v=b5qU1Kz8Bu0
https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20210505/
https://www.youtube.com/channel/UCc1rXyF6XNCIJuHsKSg7hVw
https://live.nicovideo.jp/
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≪ネット投票ポイント還元キャンペーン開催！≫ 

～SPAT4 プレミアムポイントと楽天競馬、それぞれ合計 100 万円相当のポイントが当たる大チャンス！～ 

 

○SPAT4～かしわ記念のあとはハートビートナイターキャンペーン～  

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000751 

SPAT4で、5月 5日（祝水）かしわ記念と 5月 6日（木）・7日（金）の船橋競馬

を、それぞれ 1,000円以上購入された SPAT4プレミアムポイント会員の中から、

5,000円相当の SPAT4プレミアムポイントが抽選で 200名様に当たります。さら

に「かしわ記念オリジナル Tシャツ」が当たる Wチャンスも！ 

 

○楽天競馬～船橋トリプルチャンスキャンペーン～ 

https://keiba.rakuten.co.jp/event/rfn_special2105 

楽天競馬で 5月 3日（祝月）～7日（金）の船橋競馬を合計 500円以上購入された楽天

競馬会員の中から、楽天スーパーポイントが当たります！期間中の合計購入金額で必ず

ポイントが当たる「チャンス 1」、購入日数によって当選確率が UPする「チャンス 2」、

はずれた方全員で 10万ポイントを山分けする「チャンス 3」の「トリプルチャンス」

で必ずポイントが当たる！ 

 

○SPAT4・楽天競馬では他にもいろいろな船橋競馬のキャンペーンを開催中！ 

SPAT4プレミアムポイント https://www.spat4pp.jp/spat4/pp 

楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/?l-id=keiba_globalNavi_top 

 

 
≪スポーツ報知「かしわ記念」無料オンライン検討会＆抽選会≫ 

配 信 日 時 5月 5日（祝水）14：00～16：20 

チャンネル 
YouTube「スポーツ報知 馬トク」公式チャンネル https://youtu.be/B0IooUWnjS0 

Zoom https://us02web.zoom.us/j/85468608691?pwd=bWFuR1l1bWlreFBoN0JEWXBKYnhsZz09 

出 演 者 
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）、小宮栄一記者・春木宏夫記

者・大上賢一郎記者（スポーツ報知） 

そ の 他 

番組中には「かしわ記念オリジナル Tシャツ」が 20名様に当たる抽選会を開催いたしま

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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薄井しお里さん 小宮栄一記者 大上賢一郎記者 

（スポーツ報知） 

春木宏夫記者 

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000751
https://keiba.rakuten.co.jp/event/rfn_special2105
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp
https://keiba.rakuten.co.jp/?l-id=keiba_globalNavi_top
https://youtu.be/B0IooUWnjS0
https://us02web.zoom.us/j/85468608691?pwd=bWFuR1l1bWlreFBoN0JEWXBKYnhsZz09
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≪ラジオ NIKKEI「若潮スプリント」「かしわ記念」実況中継≫ 

放送日時 5 月 3日（祝月）・5日（祝水）15：00～16：30 

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 

進行・実況 

レポート 

3 日（祝月）実況：米田元気さん 進行：小屋敷彰吾さん レポート：中野雷太さん、大関隼さん 

5 日（祝水）実況：大関隼さん 進行：米田元気さん レポート：中野雷太さん、小屋敷彰吾さん 

解 説 
3 日（祝月）佐瀬幸司さん（日刊競馬） 

5 日（祝水）佐藤哲三さん（元 JRA騎手）、渡辺敬一さん（競馬ブック） 

ゲ ス ト 
3 日（祝月）酒井一圭さん（純烈） 

5 日（祝水）真田ナオキさん（演歌歌手、第 62回日本レコード大賞 最優秀新人賞受賞） 

そ の 他 

船橋所属の注目馬＆調教師、「ファイナルキング」林正人調教師、「カジノフォンテン」山下貴之

調教師、「ミューチャリー」矢野義幸調教師などのインタビューも放送予定。 

さらに、両日とも「かしわ記念オリジナル Tシャツ」のリスナープレゼントも！ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪スペシャルサイト「HEART BEAT NIGHTER オンライン」≫ 

https://www.heartbeat-nighter.online/ 

スペシャルサイト「HEART BEAT NIGHTER オンライン」が本日 4月 28日（水）にオープン。イベント情報が掲

載されているだけでなく、船橋競馬の魅力、オンラインならではの様々な船橋競馬体験が楽しめます！  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤哲三さん 
（元 JRA所属騎手） 

真田ナオキさん 
（演歌歌手） 

酒井一圭さん
（純烈） 

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） 

https://www.heartbeat-nighter.online/
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■「かしわ記念 勝ち馬予想キャンペーン」 
https://heartbeat-nighter.online/campaign/kashiwa2021 

応募期間 5 月 2日（日）16：00（予定）～5月 5日（祝・水）16：00 

実施内容 

かしわ記念の 1 着馬を予想して応募。的中した人の中から抽選で、昨年の勝ち馬「ワイドフ

ァラオ号」デザインの「かしわ記念オリジナルクオカード（5,000円）」、今年の優勝馬名な

どが刻印された「アトリエサザンカ かしわ記念オリジナル腕時計」など豪華賞品を 100名様

にプレゼント。さらに、夜競倶楽部オンライン会員の方は、W チャンスとしてカジノフォンテ

ン号デザインオリジナルマスク＆張田昂騎手 使用済みゴーグル（直筆サイン入り）2点セッ

トを 5名様にプレゼント！ 

 

 

 

 

 

■「船橋ケイバ通信」 

https://heartbeat-nighter.online/tsusin 

オンラインイベントやキャンペーン情報、ここだけのコラム・レポート企画など、船橋競馬をさらに楽しむため

の情報が満載。開催前を中心に、毎月最新の船橋情報を発信していきます。 

 

「公式 Twitterチーム総力レポート企画」 

船橋競馬の公式 Twitterチームが、船橋のコースや特徴、騎手、予想のコツ、もちろん重賞レースの注目ポイン

トなどを、騎手・調教師や南関東競馬公認予想士などにインタビュー。今開催では「教えて船橋アイ」として、

「VOL.1 川島正太郎騎手インタビュー」「VOL.2 南関東競馬公認予想士 小林隆之さんが船橋競馬を徹底解説」

の 2 本をお届け。競馬ファンの方にも、初心者の方にも楽しめる、ここだけのインタビューコラムです。 

 

VOL.01 川島正太郎騎手インタビュー 

船橋競馬所属騎手にスポットを当てたコラム「ジョッキーインタビュー」は、

注目の騎手が騎乗にまつわる質問に答えます。初回は川島正太郎騎手（千葉県

騎手会会長）が登場。船橋コースの特徴や自身の得意戦法、セールスポイント

などを聞きました。 

 

VOL.02 南関東競馬公認予想士インタビューコラム 

船橋競馬に精通した、「場立ち」でおなじみの南関東競馬公認予想士、「狙い

撃ち」の小林隆之さんが予想士ならではの目線でレースや船橋競馬を予想する

うえでのポイントを解説します。 

 

「船橋競馬場 施設改修レポート」 

2024年春の完成を目指して大規模な改修工事中の船橋

競馬場の状況や関連情報について、詳しくご紹介して

いきます！（不定期連載） 

 

https://heartbeat-nighter.online/campaign/kashiwa2021
https://heartbeat-nighter.online/tsusin
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「船橋ケイバ×うまレターコラボ企画 ～人馬がつなぐ船橋ストーリー～」（毎月 1 日掲載） 

中央・地方の垣根を越えて、競馬業界全体の活性化を目的に発行されるフリーマガジン 

「うまレター」とのコラボ企画がスタート。「人馬がつなぐ船橋ストーリー」として、船橋競馬の強い「人」・

強い「馬」の「強さの秘密」を取り上げ、5 月号から毎号 2ページの誌面で「ダイジェスト版」を、船橋ケイバ

通信では「完全版」を掲載。記念すべき第 1回は、船橋を代表するトップジョッキー「森泰斗騎手」のここだけ

のインタビューを掲載します。（第 1回は 5月 1日（土）掲載予定） 

※うまレター https://umaletter.jp/ 

2006 年創刊、馬産地発の競馬専門フリーマガジン。「南関競馬重賞ガイド」などでも活用されています。全国

各地の競馬場・場外発売所・牧場・乗馬クラブなど約 300 か所で配布されています。 

5 月号（誌面＆デジタルブック）にはファームレポート「カジノフォンテンのふるさとを訪ねて。」も掲載予定。 

 

■「夜競倶楽部オンライン」 

https://heartbeat-nighter.online/yakei 

船橋ケイバの「夜の競馬」＝「夜競（やけい）」を楽しんでいただく夜競倶楽部。 

場内イベントとして 2020年までに、延べ 2,000人以上のファンの皆様に親しまれて 

きましたが、コロナ禍で無観客開催が続いていることを受け、この度、オンライン版

として復活しました。オンライン会員限定のポイントをためて、オリジナルグッズと

交換できます。会員限定のキャンペーン追加特典なども登場、今回は「かしわ記念 勝

ち馬予想キャンペーン」において、W チャンスとしてカジノフォンテン号デザインオ

リジナルマスク＆張田昂騎手 使用済みゴーグル（直筆サイン入り）2点セットを 5名

様にプレゼント！ 

※従来のポイントカード式の夜競倶楽部については最終頁をご覧ください。 

 

■「お家 de船橋ケイバ」 

https://heartbeat-nighter.online/ouchi 

「お家 de船橋ケイバ」は、船橋競馬場のコース紹介や、船橋競馬をお家で楽しむための 4STEP

など、競馬をこれから始める方・初心者の方などにオススメです。 

 

 

 

■「キセキの船橋ケイバ TV」 
https://youtu.be/eLH9AbvtCVI 

船橋ケイバではおなじみ、馬事文化応援アイドル「桜花のキセキ」のメンバーが出演する

「船橋競馬公式 YouTube」の新企画がスタート！  

第 1 回目の今回は、船橋競馬を知って楽しんでもらうためのウェブ版ビギナーズセミナー

「キセキのウェビナー」として「ななし」こと星野菜々さんが登場。4月 25日（日）に青

森県で開催された「流鏑馬」の大会に出場、新人賞にも輝いた「ななし」による、「若潮ス

プリント・東京湾カップ・かしわ記念」各コース解説やデータ分析のほか、得意の「筋

肉講座」「馬体診断」など、船橋競馬の魅力を発信します！ 

 

 

星野菜々さん 
（桜花のキセキ） 

https://umaletter.jp/
https://heartbeat-nighter.online/yakei
https://heartbeat-nighter.online/ouchi
https://youtu.be/eLH9AbvtCVI


9 

 

≪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 5 月 5日（祝水）まで期間限定公開中！～ 

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

テレビ朝日「タモリ倶楽部」でも取り上げられた、公式 YouTube チャンネル「ハートビ

ート VR チャンネル」では、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」が楽しめます！ 

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 

実況：大川充夫アナウンサー・百瀬和己アナウンサー（耳目社） 

※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。 

 

≪「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。船橋競馬観戦中はもちろん、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。 

 

※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＋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！今開催からは「重賞レース」

ページがオープンいたします。 

 

≪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いたします。 

 

≪スポニチアネックス 船橋ケイバ特集≫ 

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

4 月からスタートしたスポニチアネックス「船橋ケイバ特集」では、船橋競馬のニュースがまとめて見られるだ

けでなく、「かしわ記念特別企画」として、「競馬記者 vs ボート記者 vs 競輪記者による、かしわ記念ガチン

コ予想対決」コラムを掲載。スポニチの公営競技担当記者が「軍資金 1万円」を片手に、それぞれ独自の見解で

「かしわ記念」をガチンコ予想！「ガチンコ予想対決」「かしわ記念結果＆回顧」コラムを 5月 4日（祝火）・6

日（木）に公開します。 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
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/tokusyu/funabashikeiba/
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≪サンスポ ZBAT！  週刊 Gallop 船橋ケイバ重賞特集≫ 

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

競馬専門紙「週刊 Gallop」が、船橋競馬の重賞レースを徹底解剖！ 

レース展望、出馬表、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。

≪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/

○HEART BEAT NIGHTER オンライン https://www.heartbeat-nighter.online/

○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/

■無観客競馬に伴うイベント延期・対応等について
○「夜競（やけい）倶楽部」（ポイントカード）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。 

https://race.sanspo.com/event/funabashi_grade2021/
http://www.f-keiba.com/
http://www.nankankeiba.com/

