
1 

令和 3 年 10 月 20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 8回開催を 10月 25日（月）～29日（金）に開催

いたします。今開催は、全日本 2歳優駿（JpnI）のトライアルレース「第 67回 平和賞（SⅢ）」〔10月 27日（水）〕、

クイーン賞(JpnⅢ)のトライアルレース「クイーンズオーディション（準重賞）」〔10月 26日（火）〕を開催いた

します。さらに、JRAと地方競馬の若手騎手が腕を競い合う、ヤングジョッキーズシリーズ(YJS)は、10月 26日

（火）に東日本地区トライアルラウンドを開催。佳境に入った現在のポイント順位で、船橋所属の篠谷葵騎手は

2位、木間塚龍馬騎手は 4位、年末のファイナルラウンド出場（上位 4名）に向けて正念場を迎えた、船橋競馬

期待の若手騎手のレースに注目です。また、10月 13日（水）にお知らせした通り、今開催も無観客競馬での開

催となります。

今開催の伝統の 2歳重賞レース「平和賞」を盛り上げるため、レース当日〔10月 27日（水）〕は、「桜花のキ

セキ」のメンバーがゲーム形式の馬券対決やクイズなど、レースをゆる～く楽しむライブ番組「キセキの船橋ケ

イバ TV～キセキのふわふわ LIVE～」を、公式 YouTubeチャンネルで配信いたします。過去の馬券対決では、ト

ータル的中率 83.3％の好成績を収めています。今回は、高額配当の馬券的中メンバーやトータル回収率が 120％

以上のメンバーが登場。その他にも、皆様と一緒に船橋競馬を楽しめる様々な企画が目白押しです。

「HEART BEAT NIGHTER オンライン」の、「今月の注目重賞 Vol.05」では、「平和賞」のレース情報の他、昨年

の同レースを、4年ぶりに船橋所属馬として制した「マカベウス号」を管理する米谷康秀調教師へのインタビュ

ー記事を紹介。さらに船橋競馬の強い「人」、強い「馬」の「強さの秘密」を取り上げる「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」にて、現在公開中の「仲野光馬騎手インタビュー」に続き、11月 1日

（月）には、地方競馬所属馬として初めてドバイワールドカップ(G1)に出走し、東京大賞典(G1)を連覇、史上初

めて南関東競馬の古馬 G1レースを完全制覇した船橋所属の元競走馬「アジュディミツオー号」の記事を公開予

定です。

また、「船橋ケイバ×千葉県畜産協会～第 15 回千葉県畜産フェア～」をオンラインで実施中です。船橋ケイ

バや千葉県の畜産に関するクイズに挑戦し、全問正解した方の中から抽選で 100 名様に千葉県産の安心・安全

なおいしい畜産品をプレゼントいたします（応募期間：10月 29日（金）21：00まで）。また、「千葉のいいとこ

発見！ Vol.06」では、千葉県畜産協会と全国有数の畜産県、千葉県のおいしい畜産物から「チバザビーフ」、

「チバザポーク」、「千葉のたまご」を紹介いたします。詳しくは、次項以降や「HEART BEAT NIGHTER オンライ

ン」をご覧ください。

■「平和賞」とは 船橋競馬場の前身である柏競馬場で 1949年より施行され、1955年にそのまま船橋競馬場

のダート 1200mでサラブレッド系 3歳（現 2歳）南関東所属馬限定の重賞競走として制定されました。その

後、距離を 1600mに変更しました。このレースの優勝馬には全日本 2歳優駿（JpnI）の優先出走権が付与され

ます。※昨年の全日本 2歳優駿は、船橋所属のアランバローズ（左海誠二騎手）が勝利しました。

競走名は軽種馬産地である千葉県が、2歳の若駒の将来を平和に託すことに由来します。昨年のレースは、1

番人気、船橋所属のマカベウス（本田正重騎手騎乗）が勝利しました。

船橋競馬 第 8 回開催〔10 月 25 日（月）～29 日（金）〕 
「第 67 回 平和賞（SⅢ）」〔10 月 27 日（水）〕開催 

「キセキの船橋ケイバ TV～キセキのふわふわ LIVE～」を LIVE 配信！ 

「船橋ケイバ×千葉県畜産協会～第 15 回 千葉県畜産フェア～」も実施中！ 

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-09
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-09
https://www.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-08
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-19/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-02/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-01
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-01
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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。 

 

≪10 月 24日（日）関東・関西で CM「船橋ケイバがアツい」篇を放送！≫ 
公式 YouTubeチャンネルでも公開中の CM「船橋ケイバがアツい」篇を、

第 8 回開催直前の〔10 月 24 日（日）〕に、関東・関西の競馬中継番組

前にオンエアいたします。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 

10月 24日（日） 

フジテレビ「みんなの KEIBA」※関東地区 

関西テレビ「競馬 BEAT」※関西地区 

※番組前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 10月 24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。10月 27日（水）に開催される、全日本 2

歳優駿（JpnI）のトライアルレースとなる重賞レース「平和賞（SⅢ）」の情報や注目馬、さ

らに、レースの 1、2 着馬に対しクイーン賞(JpnⅢ)の優先出走権が付与される「クイーンズ

オーディション（準重賞）」〔10月 26日（火）〕についても紹介いたします！また、船橋所属

の若手騎手、篠谷葵騎手と木間塚龍馬騎手がポイント上位を争う「ヤングジョッキーズシリ

ーズ」、ファイナルラウンド進出へ重要なトライアルラウンド船橋の情報もお伝えします。 

 

≪「bayfm 2021 CAMPAIGN～LOVE OUR BAY～」≫  

10月 1日に開局記念日を迎えた地元千葉県 FMラジオ局「bayfm（ベイエフエム）」

が 10月 11日（月）から 10月 31 日（日）まで開催している千葉県を応援する企画

「bayfm 2021 CAMPAIGN～LOVE OUR BAY～」に協賛いたしました。bayfmと、船橋

ケイバマスコットキャラクター「キャロッタ」がコラボしたオリジナルのマルシェ

バッグが県内「bayfm フレンドシップ店舗」で配布されます。 

また、キャンペーン期間中、期間限定のラジオ CM「その想いを胸に」篇を放送中です。 

※キャンペーンの詳細は上記サイトをご覧ください。 

※船橋ケイバでは毎週（火・木曜）17：55頃～放送中の天気予報番組「WEATHER UPDATES」の番組提供も実施 

中です。 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XTmMyybTlM8
https://radiko.jp/#!/live/RN1
https://www.bayfm.co.jp/gokinjo/
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≪ネット投票ポイント還元キャンペーン開催！≫ 

○SPAT4 船橋競馬 3DAYSキャンペーン 

SPAT4で今開催の重賞レース「平和賞（SⅢ）」〔10月 27日（水）〕を 1,500円以上購

入し、期間中合計で 3日間以上、船橋競馬を購入された SPAT4プレミアムポイント会

員の中から、抽選で 50名様に、最大 600万ポイント（3万円相当）が当たります！ 

 

○SPAT4 夢みる 2歳馬 inオータムキャンペーン 

SPAT4で今開催の重賞レース「平和賞（SⅢ）」〔10月 27日（水）〕のほか、2歳重賞対

象レース「ゴールドジュニア（大井）」「鎌倉記念（川崎）」の合計購入金額に対して 1

レースでポイント 5倍、3レース購入でポイント 8倍をプレゼント！ 

 

○SPAT4 羽ばたけ！ヤングジョッキーキャンペーン 

SPAT4で、ヤングジョッキーズシリーズトライアル購入レース数により、最大 7倍の

ポイントをプレゼントします。また、10月 26日（火）船橋競馬のほか、11月 24日

（水）浦和競馬の全レースで、2021年デビューの南関東所属騎手、木間塚龍馬騎手

（船橋所属）などが勝利したレースはポイント 3倍に！ 

 

○SPAT4 クイーンズステージキャンペーン 

SPAT4で、牝馬重賞＆トライアルレース〔10月 26日（火）クイーンズオーディション

(準重賞)〕、〔12月 1日（水）クイーン賞（JpnⅢ）〕など対象 5レースの購入数によ

り、ポイントをプレゼントします。対象レースの合計購入金額に対して 3レース以上

購入でポイント 3倍、4レース以上購入でポイント最大 8倍に！ 

 

○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！ 

 

  

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000841
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000821
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000835
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000833
https://keiba.rakuten.co.jp/point/
https://keiba.rakuten.co.jp/event/pop?l-id=top_leftNavi_pop
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≪スペシャルサイト「HEART BEAT NIGHTER オンライン」≫ 

 

■「船橋ケイバ×千葉県畜産協会～第 15回 千葉県畜産フェア～」 

応募期間 10月 29日（金）21：00まで 

賞品内容 

例年、船橋競馬場内で開催していた「千葉県畜産フェア」をオンライン

で実施。船橋ケイバや千葉の畜産などに関するクイズに挑戦していただ

き、全問正解した方の中から抽選で 100名様に「千葉県畜産フェア」に

協賛・協力している団体の畜産品をプレゼントいたします。 

 

・「かずさ和牛」〔かずさ和牛肥育研究会〕 3名様 

・「しあわせ絆牛」〔東日本産直ビーフ研究会（千葉産直ビーフ研究会）〕 3名様 

・「せんば牛」〔せんば牛グループ〕 3名様 

・「八千代黒牛」〔千葉北部酪農農業協同組合〕 3名様 

・「若潮牛」〔そうさ若潮牛振興協議会〕 3名様 

・「柏幻霜ポークの加工品詰合せ」〔株式会社惣左衛門〕 5名様 

・「元気豚プレミアムギフト」〔有限会社ジェリービーンズ〕 5名様 

・「堀江ファームの房総ポーク ハム＆ウィンナーセット」〔房総ポーク販売促進協議会〕 5名様 

・「マーガレットポーク詰め合わせ」〔株式会社千葉県食肉公社〕 5名様 

・「千葉県産赤たまご（50個）」〔千葉県卵業協会〕 40名様 

・「菜の花純粋はちみつ ギフトセット」〔ひふみ養蜂園〕 12名様 

・「おなりみるく工房（アイスクリームセット）10個入り」〔千葉酪農農業協同組合〕 13名様 

当選通知 賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

■「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。 

 

「千葉のいいとこ発見！ Vol.06」 

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、例年、船橋競馬場で実施し

ている「千葉県畜産フェア」に関連して、「消費者の方々に安心・安全な千葉

県産の畜産物を安定的に供給すること」を使命に掲げる千葉県畜産協会を紹

介いたします。また、全国有数の畜産県、千葉県のおいしい畜産物の中から「うまい牛肉 チバザビーフ」、「旨

さが多彩 チバザポーク」、「千葉のたまご」も紹介いたします。 

 

「今月の注目重賞 Vol.05」 

注目のレースの歴史、昨年の振り返りなどを紹介、特徴や注目ポイントなどを騎手・調教師

などにインタビュー、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（不定期連載）。今回は、伝統の 2歳重賞で、全日本 2歳優駿のトライアル

レース「平和賞」を特集！2歳の有力馬が出走し、来年のクラシック戦線に向けて重要なレ

ースとなります。2020 年の同レースを、4 年ぶりに船橋所属馬として制した「マカベウス

号」を管理する米谷康秀調教師に、昨年の「マカベウス号」の勝因や 2歳重賞のポイントな

どのインタビュー記事を掲載しています。 

 

 

 

 

https://www.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-02/
https://heartbeat-nighter.online/tsusin
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-01
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-08
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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「人馬がつなぐ船橋ストーリー」。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！ 

現在公開中の「仲野光馬騎手インタビュー」は、今年 7 月のジャパンダートダービー

（JpnⅠ）を 12 番人気のキャッスルトップ号との船橋競馬のコンビで制した仲野騎手に

貴重なお話を伺いました。11月 1日（月）は、地方競馬所属馬として初めてドバイワー

ルドカップ(G1)に出走し、史上初めて南関東競馬の古馬 G1レースを完全制覇した船橋所

属の元競走馬「アジュディミツオー号」の記事を公開予定です。お楽しみに！ 

 

■「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。 

 

■「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～キセキのふわふわ LIVE～」 

配 信 日 時 10月 27日（水）17：30～ 

チャンネル 公式 YouTube チャンネル 

出 演 者 望桃美さん・一瀬恵菜さん・星野菜々さん（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～キセキのふわふ

わ LIVE～」の第 5弾を実施！  

伝統の 2歳重賞レース「平和賞」〔10月 27日（水）〕

当日の船橋競馬第 7～12 レースを舞台に桜花のキセ

キがレース予想を生配信！YouTube LIVE のチャット

機能を使ってファンとコミュニケーションを取りながら、恒例のご褒美と罰ゲームをかけた

馬券対決などを行います。過去 4回の馬券対決では、合計 24レースの予想で的中レース数は

20レース、的中率 83.3％の好成績を収めています。今回は、望桃美さんと前回、馬単万馬券

的中によりトータル回収率 124％でトップになった星野菜々さんや、トータル回収率が 120％

を超える一瀬恵菜さんが登場。その他にも船橋競馬を楽しめる様々な企画が目白押しです。 

 

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-07-19/
https://umaletter.jp/
https://heartbeat-nighter.online/yakei
https://heartbeat-nighter.online/ouchi
https://www.heartbeat-nighter.online/guidebook/
https://www.heartbeat-nighter.online/guidebook/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-09
https://youtu.be/ZcoPbvjfCN0
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≪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！  

 

≪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。 

 

≪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/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://store.line.me/stickershop/product/14414764/ja
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
https://www.daily.co.jp/horse/local/
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/
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○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中止・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。

○「令和 3年度 船橋競馬場ふれあい広場の中止」について

競馬場施設の大規模改修の進捗状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策の実施が困難であることから、

令和 3 年度の船橋競馬場ふれあい広場を中止することとしました。開催を楽しみにされていた皆様には大変ご

迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

https://twitter.com/funabashi_keiba
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/mobile/
https://www.nankankeiba.com/sp/

