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令和 3 年 9月 22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 7回開催を 9月 27日（月）～10月 1日（金）に

開催いたします。今開催は、重賞レース「第 68 回 日本テレビ盃（JpnⅡ）」〔9 月 29 日（水）〕を開催いたしま

す。また、9月 13日（月）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、

今開催も無観客競馬での開催となります。 

 

今開催は、JBCクラシック〔金沢競馬場：11月 3日（祝水）〕のステップレース（Road to JBC）「日本テレビ

盃」開催を盛り上げるため、レース当日〔9月 29日（水）〕は、ライブ予想番組の「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 Presents日本テレビ盃・JpnⅡ オンライン検討会」を「YouTube」「Zoom」「netkeibaTV」「ニコニコ生放送」

にて配信、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、全国へ実況生中継特番を放送いたします。 

「HEART BEAT NIGHTER オンライン」のインタビューコラム「教えて船橋アイ」では、「VOL.03 篠谷葵騎手イ

ンタビュー」と「VOL.04 南関東競馬公認予想士 高本幸司さんが船橋競馬徹底解説」の 2本を掲載、船橋競馬の

魅力やレース・予想のポイントなどをお伝えいたします。さらに「うまレター」とのコラボ企画「人馬がつなぐ

船橋ストーリー」の第 6回「仲野光馬騎手インタビュー」を 10月 1日（金）に公開予定です。今年のジャパン

ダートダービー（JpnⅠ）を制した仲野光馬騎手（船橋競馬所属）にレースの秘話や一度は騎手を諦めながら再

び騎手を目指したお話などを伺います。また、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公

式 YouTube チャンネル「キセキの船橋ケイバ TV～キセキのウェビナー 日本テレビ盃編～」を公開中。今回は

「馬の脚質」がテーマのセミナーや、日本テレビ盃の注目馬のお話など、ビギナーの方も楽しめる情報を発信い

たします。 

また、9 月 26 日（日）から『「日本テレビ盃」勝ち馬予想キャンペーン』を実施（9 月 29 日（水）20：00 応

募締切）。1着馬の予想が的中した方の中から、抽選で合計 64名様に、選択いただいたコースの中から貴重なオ

リジナルグッズをプレゼント。昨年の日本テレビ盃を制した「ロードブレス号」のクオカードなどが当たる「日

本テレビ盃コース」、さらには、「かしわ記念（JpnⅠ）」を制した船橋競馬所属「カジノフォンテン号」の優勝記

念タンブラーなどが当たる「カジノフォンテン オリジナルグッズコース」、「ジャパンダートダービー（JpnⅠ）」

を制した船橋競馬所属「キャッスルトップ号」のレプリカゼッケンなどが当たる「キャッスルトップ オリジナ

ルグッズコース」の 3コースです。詳細は、次項以降や「HEART BEAT NIGHTER オンライン」をご覧ください。 

 

■「日本テレビ盃」とは 日本テレビ放送網（NTV）が 1953年に日本の民間放送局として最初の競馬中継を船

橋競馬場から行ったことを記念して、翌 1954年からアルファベットの略称である NTV盃として創設されまし

た。1999年には現在の日本テレビ盃に名称が変更され、2002年以降は JBCクラシックのステップレース

（Road to JBC）として位置づけられ統一 GⅡ競走に格上げされました。優勝馬には JBCクラシックへの優先出

走権が与えられます。昨年のレースは、ダート転向後に急成長を見せ重賞初挑戦のロードブレス（三浦皇成騎

手騎乗）が勝利しました。 

船橋競馬 第 7 回開催〔9 月 27 日（月）～10 月 1 日（金）〕 
「第 68 回 日本テレビ盃（JpnⅡ）」〔9 月 29 日（水）〕 

Road to JBC を盛り上げるライブ予想番組を YouTube 等で多数配信！ 

「日本テレビ盃」勝ち馬予想キャンペーンを 9 月 26 日（日）から実施‼ 

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-07/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-07/
https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20210929/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-09/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-09/
https://www.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-18/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-18/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-05/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-10/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-01/
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■「電話・インターネット投票」と「ライブ中継」について 

2020 年度まで記載していました「電話・インターネット投票」と「ライブ中継」の情報は、開催リリースへ移

管いたしました。 

 

≪9 月 23 日（祝木）から、CM「船橋ケイバがアツい、日本テレビ盃」篇を放送！≫ 

今開催に先駆けて 9月 23日（祝木）から、テレビ CM「船橋ケイバがアツい、

日本テレビ盃」篇を日本テレビで放送、さらに 9月 25日（土）・26日（日）

には、全国 5都市の競馬中継番組前後で「船橋ケイバがアツい」篇を放送い

たします。令和 3年度のキービジュアルにも掲載しているキャッチコピー、

「変わるフナバシ！広がるフナバシ！強い競馬が、ここにある。」を表現し

た、2021年度 CM・15秒バージョンです。 

■CM 放映スケジュール 

「船橋ケイバがアツい、日本テレビ盃」篇 

9月 23日（祝木）～29日（水）日本テレビ ※関東ローカル 

 

「船橋ケイバがアツい」篇 

9月 25日（土）「ウイニング競馬」「うま DOKI」 

9月 26日（日）「みんなの KEIBA」「競馬 BEAT」 

※競馬中継番組は関東・関西・東海・北海道・福岡地区でのオンエア 

※各地区で局・番組は異なります。 

※番組前もしくは後での放送となります。 

 

≪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 9月 26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、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」を放送いたします。9月 29日（水）船橋競馬のメインレース

となる Road to JBC「第 68回 日本テレビ盃（JpnⅡ）」の直前情報や、注目馬などについて

お伝えします。さらに、9月 25日（土）・26日（日）には、小屋敷彰吾アナによるラジオ CM

「日本テレビ盃」篇が、2日限定でオンエア！ぜひチェックしてください！ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yOMIMl5M8IQ
https://www.youtube.com/watch?v=yOMIMl5M8IQ
https://www.youtube.com/watch?v=yOMIMl5M8IQ
https://www.youtube.com/watch?v=XTmMyybTlM8
https://radiko.jp/#!/live/RN1
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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- 日本テレビ盃編≫ 

配 信 日 時 9月 29日（水）18：30～21：00頃（予定） 

チャンネル netkeibaTV、YouTube netkeiba公式チャンネル 

出 演 者 キャプテン渡辺さん（お笑い芸人）、坂上明大さん（元・競馬専門紙トラックマン）

内 容 

キャプテン渡辺さんが、元競馬専門紙トラックマンで川崎競馬中継のパ

ドック解説なども務め、馬体診断のスペシャリストである坂上明大さん

をゲストに迎え、当日の船橋競馬第 9～12レースで予想対決を実施しま

す。また、SPAT4 プレミアムポイント会員には、番組をさらに楽しめる

スペシャルキャンペーンも予定！

1．「左海誠二騎手サイン入りアランバローズ号ゴール前写真パネル（東京ダービー優勝

時）」プレゼントキャンペーン（抽選で 5名様）

2．予想対決の勝者を的中させた方は日本テレビ盃の SPAT4プレミアムポイントが「3倍」

※エントリー方法等、詳細は下記 SPAT4プレミアムポイントのお知らせをご覧ください。

・ゴール前写真パネルプレゼントキャンペーンのお知らせはこちら

・日本テレビ盃ガチすぱ！のお知らせはこちら

≪楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決（日本テレビ盃）≫ 

配 信 日 時 9月 29日（水）17：15～21：05頃（予定） 

チャンネル 楽天競馬公式 YouTubeチャンネル、ニコニコ生放送 

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」）、虎石

晃記者（東京スポーツ）、魚谷侑未さん（日本プロ麻雀連盟六段）、古谷剛彦さん（楽天競馬

スペシャルアドバイザー）

内 容 

日本テレビ盃の開催当日の船橋競馬第 7～12 レースで馬券対決を実施します。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

選で日本テレビ盃オリジナルフリースジャケット（10名様）や楽天競馬オリジナル QUOカー

ド 500円分・2 枚セット（10名様）が当たる豪華プレゼントキャンペーンも実施いたします。 

キャンペーンエントリー締切：9月 29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。 

キャプテン渡辺さん 坂上明大さん 

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-07/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-07/
https://tv.netkeiba.com/campaign/?id=gachispa2021&rf=spat4pp_gachi
https://www.youtube.com/watch?v=j3Zami4PFxM
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?fid=News&media=pc&pkind=news&pname=detail&p1=ALL03234
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?fid=News&media=pc&pkind=news&pname=detail&p1=ALL03218
https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20210929/
https://www.youtube.com/watch?v=Utn8oeAE33w
https://live.nicovideo.jp/watch/lv333659584


4 

≪スポーツ報知 Presents 日本テレビ盃・JpnⅡ オンライン検討会≫ 

配 信 日 時 9月 29日（水）18：15～21：10（予定） 

チャンネル YouTube「スポーツ報知 馬トク」公式チャンネル、Zoom 

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）、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） 

内 容 

「日本テレビ盃を的中する記者」を予想した視聴者の中から 10名様に、「日本テレビ盃オリ

ジナルフリースジャケット」が当たる抽選会を実施いたします。 

※抽選会の応募方法はイベント配信中にお知らせします。

※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。

≪ラジオ NIKKEI「日本テレビ盃」実況中継≫ 

放 送 日 時 9月 29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 小塚歩さん・米田元気さん（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

レ ポ ー ト 中野雷太さん・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騎手）※電話出演、渡辺敬一さん（競馬ブック） 

放 送 内 容 

JBCクラシック〔金沢競馬場：11月 3日（祝水）〕のステップレース（Road to JBC）「第 68回 

日本テレビ盃（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

さんなどを解説に迎え、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。

さらに「船橋の JpnⅠホース特集」では、かしわ記念を制した「カジノフォンテン号」、全日本

2歳優駿・東京ダービーを制した「アランバローズ号」、ジャパンダートダービーを制した「キ

ャッスルトップ号」について、熱く語ります。調教師や騎手のインタビューも予定。また「日

本テレビ盃オリジナルフリースジャケット」のリスナープレゼントも！ 

≪ネット投票ポイント還元キャンペーン開催！≫ 

○SPAT4 日本テレビ盃キャンペーン

SPAT4 で日本テレビ盃〔9月 29 日（水）〕の購入金額に対して、7倍のポイントをプレ

ゼントします。また地方所属馬が優勝すると、ポイント倍率が 7倍から 10倍にアップ！

今開催の船橋競馬〔9月 27日（月）～10月 1日（金）〕の「第 1レースと最終レース」

を対象にポイント 2倍！ 

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）

薄井しお里さん 

佐藤哲三さん 
（元 JRA所属騎手） 

中野雷太さん  小塚歩さん  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/tsusin/2021-07-09/
https://youtu.be/xgL81nB2FOY
https://us02web.zoom.us/j/86795918528
https://radiko.jp/#!/live/RN1
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000823
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○SPAT4 Everyday船橋競馬 BuyBuy キャンペーン

SPAT4で今開催〔9月 27日（月）～10月 1日（金）〕の船橋競馬を、合計 10,000円以上

購入された SPAT4プレミアムポイント会員の中から、SPAT4プレミアムポイント「最大

1,000万ポイント（5万円相当）」が抽選で 50名様に当たります。1日の購入金額が

10,000 円以上の場合、当選確率が 2倍！5日間で最大 10 倍に！ 

○SPAT4 Road to JBCキャンペーン

SPAT4で日本テレビ盃〔9月 29日（水）〕を含む「Road to JBC」の対象 6レースの購入

数により、ポイントが最大 10倍になるキャンペーンを実施！ 

○SPAT4 南関重賞(船橋)×ホッカイドウ競馬(サンライズカップ)キャンペーン

SPAT4で、9月 29日（水）船橋競馬「日本テレビ盃(JpnⅡ)」と 9月 30日（木）ホッカイ

ドウ競馬（門別）「サンライズカップ（HⅠ）」の両レース購入した場合、両レースの購入

金額に対して 5倍のポイントをプレゼント！ 

○楽天競馬 船橋★トリプルチャンスキャンペーン

楽天競馬で今開催〔9月 27日（月）～10月 1日（金）〕の船橋競馬対象レースを購入金

額合計 500円以上購入された方に総額 50万円分の楽天スーパーポイントが当たります。 

○楽天競馬 日替りポイント還元キャンペーン・ポイント大盛りプログラム

日替わりでポイント還元が変わるキャンペーンや、買えば買うほどポイントランクがア

ップするプログラムを実施！ 

≪スペシャルサイト「HEART BEAT NIGHTER オンライン」≫ 

■「日本テレビ盃」勝ち馬予想キャンペーン

応 募 期 間 9月 26日（日）16：00（予定）～29日（水）20：00 

実 施 内 容 

「日本テレビ盃」の 1着馬の予想に的中した方の中から抽選で合計 64 名様

に、選べる 3コースのうちいずれか 1品をプレゼントいたします。 

【日本テレビ盃コース】「ロードブレス号」デザイン日本テレビ盃オリジナ

ルクオカード(10,000 円) 、千葉県旭市産ブランド豚「花悠」詰め合わせセ

ット(10,000円相当) を合計 20名様、「日本テレビ盃オリジナルフリースジ

ャケット」をコース当選者全員にプレゼント。 

【カジノフォンテン オリジナルグッズコース】かしわ記念優勝記念オリジ

ナル（タンブラー・トートバッグ ・マスク）を合計 30名様にプレゼント。

【キャッスルトップ オリジナルグッズコース】ジャパンダートダービー（以

下：JDD）優勝記念オリジナル（ポロシャツ・パーカー・ブルゾンなど）、JDD

レプリカゼッケン（仲野光馬騎手サイン入り）を合計 14名様にプレゼント。

備 考 ※コースは選択できますが、それぞれの賞品・色・サイズなどは選択することはできません。

■「船橋ケイバ通信」

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。 

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000819
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000810
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000824
https://keiba.rakuten.co.jp/event/rfn_special2109
https://keiba.rakuten.co.jp/point/
https://keiba.rakuten.co.jp/event/pop?l-id=top_leftNavi_pop
https://www.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-01/
https://heartbeat-nighter.online/tsusin
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「教えて船橋アイ Vol.03・04」 

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聞く、インタビューコラムです（不定期連載）。 

5月以来となる今回は「VOL.03 篠谷葵騎手インタビュー」「VOL.04 南関東競馬公認予想士 高本幸司さんが船

橋競馬徹底解説」の 2本をお届けします。 

VOL.03 篠谷葵騎手インタビュー 

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。今回は、デビュー2年目の篠谷葵騎

手が登場。騎手を目指したきっかけや好きな戦法、今年のヤングジョッキーシリ

ーズなどについて伺いました。 

VOL.04 南関東競馬公認予想士 高本幸司さんが船橋競馬徹底解説 

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「ナビゲー

ション」の高本幸司さんが予想士ならではの目線で、船橋競馬を予想するときの

ポイント・推しジョッキー・パドックの見方・馬の見分け方など、様々な角度か

ら解説します。

「千葉のいいとこ発見！ Vol.05」 

千葉県や地元・船橋市や習志野市などに密着した記事を発信していくコラ

ムです（不定期連載）。今回の美味しい逸品紹介は、千葉県を代表する銘柄

の証であるチバザポークにも加盟している、『千葉県旭市産ブランド豚「花

悠（かしゅう）」』について紹介いたします。「花悠」の味・飼育環境・飼料

へ込められた“ねがい”により製造された商品の数々を掲載しています。

「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「人馬がつなぐ船橋ストーリー」の第 6弾！ 

船橋競馬には強い「人」、強い「馬」がいて、毎日、さまざまなドラマが繰り広げられて

います。このコーナーでは、そんな人馬たちを毎月ご紹介！今回は、今年 7月のジャパン

ダートダービー（JpnⅠ）をキャッスルトップ号と制した仲野光馬騎手にインタビュー。ジ

ャパンダートダービーの秘話や一度は騎手を諦めながら再び騎手を目指したお話など、第

6回「仲野光馬騎手インタビュー」は 10月 1日（金）に公開予定です。現在は、佐藤裕太

調教師に、フリオーソ号とのエピソードや調教師としての馬作りに懸ける想い、現役騎手

時代のお話などを伺いました第 5回「佐藤裕太調教師インタビュー」を公開中です。 

■「夜競倶楽部オンライン」

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たのを受け、今年度から、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、レアなオリジナルグッズと交換できます。 

※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。

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-18/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-05/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-05/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-02/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-06-10/
https://umaletter.jp/
https://heartbeat-nighter.online/yakei
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■「お家 de船橋ケイバ」

「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。船橋ケイバの「ガイドブック

2021-2022」は、デジタルブックとして、「お家 de船橋ケイバ」のページから見ることができま

す。パドックや競馬新聞の見方や、馬券の種類に加え、船橋所属騎手のプロフィール、レース体

系・重賞レース紹介・船橋駿馬列伝など、船橋ケイバをもっと楽しむための情報が満載です。

■「キセキの船橋ケイバ TV ～キセキのウェビナー 日本テレビ盃編～」

チャンネル 公式 YouTube チャンネル 

出 演 者 一瀬恵菜さん（桜花のキセキ) 

放 送 内 容 

船橋ケイバでおなじみの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公式 YouTubeチャンネル「キセキの

船橋ケイバ TV～キセキのウェビナー～」の第 2弾「日本テレビ

盃編」を 9月 22日（水）より公開中！ 今回は、メンバーの一

瀬恵菜さんが「馬の脚質」をテーマに競馬をわかりやすく解説いたします。さらに、一瀬さ

んが日本テレビ盃の出走予定馬の中から選んだ注目馬も発表、ビギナーの方も楽しめる様々

な情報を発信します！

≪公式 YouTube チャンネル「ハートビート VR チャンネル」≫ 

～船橋所属強豪馬の調教体験 VR を続々公開中～ 

日本初の現役騎手・競走馬による迫力の VR 映像が、公式 YouTube チャンネル「ハートビ

ート VRチャンネル」により、ご自宅で視聴いただけます。 

「第 23回 ジャパンダートダービー（JpnⅠ）」を制した「キャッスルトップ号

（渋谷信博厩舎）」の調教体験や、今年の「第 41回 白山大賞典（JpnⅢ）」へ向

けて「ミューチャリー号（矢野義幸厩舎）」が 1 週前追い切り調教を行う模様

を、360 度カメラや VR カメラにて撮影した VR 映像を公開中です。サラブレッ

ドの迫力あるスピード感を体験できます。ぜひご覧ください。 

※「キャッスルトップ号」調教体験 VR については、鮮明でリアルな映像のた

め、ご視聴の際、目が疲れる、気分が悪くなるなどの可能性がありますので、

ご注意ください。

※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！～ 

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」≫ 

予想家 3名＋スポーツ紙 3紙の特別協力による「全レース予想印」を無料で公開いたし

ます。「毎日のメインレースの買い目＆見解」も見られるほか、船橋競馬関連ニュース・

重賞情報もまとめてチェックできます！  

https://heartbeat-nighter.online/ouchi
https://www.heartbeat-nighter.online/guidebook/
https://www.heartbeat-nighter.online/guidebook/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-10/
https://youtu.be/3Xi4Axg_LxQ
https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://store.line.me/stickershop/product/14414764/ja
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
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≪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≫ 

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≫ 

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、今回、「日本テレビ盃特別企画」として、インスタントジョンソン・じゃいさ

んインタビュー企画」「じゃいが語る、日本テレビ盃＆トリプル馬単！！」を実施します。芸能

界屈指の馬券師、インスタントジョンソンのじゃいさんが、9月 29日（水）、日本テレビ盃の予

想に加え、当日の船橋競馬第 10～12レースの「トリプル馬単予想」を発表します。

≪サンスポ ZBAT！  週刊 Gallop 船橋ケイバ重賞特集≫ 

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） https://www.f-keiba.com/ 

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

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

（スマートフォン） https://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

2020年 2月 27日（木）以降が期限の特別観覧席ご招待券は、特別観覧席の営業再開後に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://www.daily.co.jp/horse/local/
https://www.sponichi.co.jp/gamble/tokusyu/funabashikeiba/
https://race.sanspo.com/event/funabashi_grade2021/
https://www.f-keiba.com/
https://www.f-keiba.com/
https://www.f-keiba.com/sp/
https://www.heartbeat-nighter.online/
https://twitter.com/funabashi_keiba
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/mobile/
https://www.nankankeiba.com/sp/



