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令和 3 年 11 月 24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 9 回開催を 11 月 29 日（月）～12 月 3 日（金）

に開催いたします。今開催は、牝馬重賞レース「第 67 回 クイーン賞（JpnⅢ）」〔12 月 1 日（水）〕を開催いた
します。現在、クイーン賞は地方馬が 2 連覇中で、今年も地方馬が勝利し 3 連覇達成となるかが注目されてい

ます。このほか、新設準重賞「三里塚賞」〔12月 2日（木）〕、船橋記念トライアルレース「カムイユカラスプリ
ント」〔11月 30日（火）〕、「日刊ゲンダイ賞」〔12月 3日（金）〕を開催いたします。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。 

 
今開催に先駆け、11月 27日（土）18時から千葉県騎手会協力による「日刊ゲンダイ 船橋ケイバ Funミーテ

ィング」を公式 YouTubeチャンネルからライブで放送。川島正太郎騎手（千葉県騎手会 会長）、森泰斗騎手、本
田正重騎手、本橋孝太騎手、仲野光馬騎手の 5 名の船橋ジョッキーが出演します。騎手への質問を専用フォー

ムにて受付中〔11月 25日（木）20時まで〕です。 

さらに、年内最後の船橋開催を盛り上げるため、3日間連続でライブ番組を放送。「カムイユカラスプリント」

開催日〔11月 30日（火）〕は、「キセキの船橋ケイバ TV～キセキのふわふわ LIVE特別編～」を配信。「クイーン
賞」開催日〔12月 1日（水）〕は、17時 20分から「楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決」を配信、19時からは

「ラジオ NIKKEI」による実況生中継特番を全国放送し、年内最後の牝馬ダートグレード競走を盛り上げます。
「三里塚賞」開催日〔12月 2日（木）〕は、「スポーツ報知 Presentsオンライン馬券検討会」を配信、新設の準

重賞を報知の競馬記者陣が解説いたします。「クイーン賞」「三里塚賞」各番組内ではプレゼントも当たります。 

 
「HEART BEAT NIGHTER オンライン」の、「人馬がつなぐ船橋ストーリー」では、公開中の「アジュディミツオー

を訪ねて」に続き、12月 1日（水）に「矢野義幸調教師インタビュー」を公開予定です。11月に開催された「JBC
クラシック（JpnⅠ）」を、地方所属馬として史上初めて勝利した「ミューチャリー号」（船橋・矢野義幸厩舎）

の魅力が満載のインタビューとなっています。また JBC2021 出走スペシャルとして「ミューチャリー号」「アラ

ンバローズ号」の追い切り調教 VR を YouTube「ハートビート VR チャンネル」で公開中です。さらに、11 月 28
日（日）からスタートする『「クイーン賞」勝ち馬予想キャンペーン』〔12 月 1 日（水）20 時応募締切〕では、

1着馬の予想が的中した方から抽選で、オリジナルクオカード等が当たるほか、夜競倶楽部オンライン会員限定

の W チャンスとして「矢野義幸調教師 1,000勝記念マスク」が当たります。このほかにも「石崎駿騎手」のイ
ンタビュー、南関東競馬公認予想士による「船橋競馬徹底解説」、スタンドの「大規模施設改修レポート」等の

コラムを新たに掲載しました。詳しくは、次項以降や「HEART BEAT NIGHTER オンライン」をご覧ください。 

 

■「クイーン賞」とは 1955年に創設。1995年の南関東グレード制施行にともない、同年より南関東 G3に、

1997年よりダートグレード競走に認定され、統一 GⅢに格付けされるとともに南関東グレードは G2に格上げ
されました。 2004年からは施行時期を 12月に、2006年にはダートグレード競走では初めてのハンデキャッ
プ競走に変更されました。 12月に移行してからは古馬牝馬ダート重賞路線における 1年の締めくくりのレー

スとなっています。上位 2着までに入った地方所属馬には TCK女王盃（JpnⅢ：大井競馬場）、優勝した地方所
属馬にはエンプレス杯（JpnⅡ:川崎競馬場）への優先出走権が付与されます。昨年のレースは、サルサディオ

ーネ（矢野貴之騎手騎乗）が勝利しました。 

船橋競馬 第９回開催〔11 月 29 日（月）～12 月 3 日（金）〕 
「第 67 回 クイーン賞（JpnⅢ）」〔12 月１日（水）〕開催 

『「クイーン賞」勝ち馬予想キャンペーン』や、3 日連続で予想ライブを開催！ 

11 月 27 日（土）船橋ジョッキー5 名によるオンライン『ファンミーティング』も放送！ 

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-14/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-14/
https://youtu.be/2sIG0BNYiIY
https://www.nankankeiba.com/kis_info/031178.do
https://www.nankankeiba.com/kis_info/030942.do
https://www.nankankeiba.com/kis_info/031147.do
https://www.nankankeiba.com/kis_info/031147.do
https://www.nankankeiba.com/kis_info/031155.do
https://www.nankankeiba.com/kis_info/031248.do
https://bit.ly/3oyFqbp
https://bit.ly/3oyFqbp
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-10/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-09/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-17/
https://www.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-13/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-13/
https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-01/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-15/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-15/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-08/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-02/
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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。 

 

≪11 月 25日（木）から CM「船橋ケイバがアツい、クイーン賞」篇を放送！≫ 
 今開催に先駆けて 11月 25日（木）から、テレビ CM「船橋ケイバがアツ

い、クイーン賞」篇を、関東（テレビ東京）・北海道（北海道文化放送・

テレビ北海道）で、さらに 11月 27日（土）・28日（日）には、全国 5都

市の競馬中継番組前後で放送いたします。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 

11月 25日（木）～12月 1日（水） 

テレビ東京 ※関東ローカル 

北海道文化放送・テレビ北海道 ※北海道ローカル 

 

11月 27日（土）「ウイニング競馬」「うま DOKI」 

11月 28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 11月 28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。12月 1日（水）に開催される、年内最後

の牝馬ダートグレード競走「クイーン賞(JpnⅢ)」の情報や注目馬について紹介いたします！

さらに、いよいよトライアルラウンドも大詰めの「船橋ジョッキーズフェスティバル」や、

間もなくファイナルを迎える「ヤングジョッキーズシリーズ」の情報などもお伝えします。

また、11月 27日（土）・28日（日）には、小塚歩アナによるラジオ CM「クイーン賞」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=GJAUgZXtE6g
https://radiko.jp/#!/live/RN1
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≪日刊ゲンダイ 船橋ケイバ Funミーティング≫ 

配 信 日 時 11月 27日（土）18：00～ 

チャンネル 公式 YouTube チャンネル 

出 演 者 
原山実子さん（フリーアナウンサー、地方競馬アンバサダー）、白宮奈々さん（グラビアアイ

ドル、ミス FLASH2020 グランプリ） 

船 橋 所 属 

騎 手 

川島正太郎騎手（千葉県騎手会 会長）、森泰斗騎手、本田正重騎手、本橋孝太騎手、仲野光

馬騎手 

放 送 内 容 

今開催に先駆けて、11月 27日（土）18：00からは、千葉県

騎手会協力による「日刊ゲンダイ 船橋ケイバ Fun ミーテ

ィング」を船橋ケイバ公式 YouTubeチャンネルからライブ放

送で開催。フリーアナウンサーで地方競馬アンバサダーも務

める原山実子さんが MC を務めるほか、グラビアアイドルで

ミス FLASH2020グランプリの白宮奈々さんがゲストに登場。 

出演する船橋ジョッキーは、川島正太郎騎手（千葉県騎手会 会長）、森泰斗騎手、本田正重

騎手、本橋孝太騎手、仲野光馬騎手の 5名です。 

初開催となった昨年に続き、騎手への質問を専用フォームにて受付中です。質

問をいただいた方の中から抽選で、「日刊ゲンダイ×キャロッタオリジナルタオ

ル（30名様）」「クイーン賞オリジナルあったかリバーシブルネックウォーマー

（10名様）」が当たります。また、最終日 12月 3日（金）のメインレースでは

「日刊ゲンダイ賞」を開催いたします。 

 

【Funミーティング ジョッキーへの質問 受付専用フォーム】 https://bit.ly/3oyFqbp 

※質問受付期間 11月 25日（木）20時まで 

※本イベントに関するお問い合わせは、「日刊ゲンダイ 船橋ケイバ担当」 

（TEL.03-5244-9602、event01@nk-gendai.co.jp）まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本橋孝太騎手 森泰斗騎手 本田正重騎手 川島正太郎騎手 
（千葉県騎手会会長） 

仲野光馬騎手 

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-14/
https://youtu.be/2sIG0BNYiIY
https://www.youtube.com/watch?v=HbUZplqBkMU
https://bit.ly/3oyFqbp
https://bit.ly/3oyFqbp
mailto:event01@nk-gendai.co.jp
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■「キセキの船橋ケイバ TV～キセキのふわふわ LIVE 特別編～」 

配 信 日 時 11月 30日（火）17：30～ 

チャンネル 公式 YouTube チャンネル 

出 演 者 
一瀬恵菜さん・望桃美さん・成瀬琴さん（桜花のキセキ)、小林隆之さん（南関東競馬公認予

想士） 

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 6 弾は、特別編としてお送りいたします。こ

れまで「お家で楽しむ船橋競馬」をテーマにしてお届

けしてきましたが、今回は、船橋競馬の予想の楽しみ

をさらに拡げるコアな部分をお伝えいたします。桜花

のキセキメンバーが、船橋競馬マスター養成所「船橋ケイバ虎の穴」で、船橋競馬のエキス

パートである小林隆之さん（南関東競馬公認予想士）から、予想に役立つ情報＆船橋競馬の

予想の基礎を学んでいきます。また、恒例の馬券対決はエキスパートとの対決も！ 

 

≪楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決（クイーン賞）≫ 

配 信 日 時 12月 1日（水）17：20～21：10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」）、矢作

麗さん（タレント）、米井里実さん（元ボートレーサー）、古谷剛彦さん（楽天競馬スペシャ

ルアドバイザー） 

内 容 

「クイーン賞」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。 

船橋競馬ゲストチームとして、クラシック 3 冠馬コントレイルを管理、11 月に行わ

れたアメリカのブリーダーズカップで 2 勝を挙げた JRA 矢作芳人調教師を父に持つ

フリーアナウンサーの矢作麗さんと、元女性ボートレーサーの米井里実さんが登場。

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、抽選でクイーン賞オリジナルあったかリバーシブルネックウォーマー（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：12月 1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://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-10/
https://www.youtube.com/watch?v=6D8pY9_i2GE
https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20211201/
https://www.youtube.com/watch?v=3jiREW9m9GE
https://live.nicovideo.jp/watch/lv334534889
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≪ラジオ NIKKEI「クイーン賞」実況中継≫ 

放 送 日 時 12月 1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・小塚歩さん（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騎手）※電話出演、佐瀬幸司さん（日刊競馬） 

ゲ ス ト 都丸ちよさん（声優） 

放 送 内 容 

年内最後となる牝馬ダートグレード競走「第 67回 クイーン賞（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などを解説に、大の競馬好き声優の都丸

ちよさんがゲストに登場。netkeibaTVの「競馬実況やってみた！」では中野雷太アナとも共演

した都丸さんとラジオ NIKKEI アナウンサーズのトークにも注目です！さらに「JBC クラシッ

ク」を地方馬として初めて制した「ミューチャリー号」や、チャンピオンズカップへ挑む「カ

ジノフォンテン号」など、船橋の“強い馬”の動向も紹介します。関係者へインタビューも予

定。また「クイーン賞オリジナルあったかリバーシブルネックウォーマー」のリスナープレゼ

ントも！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪スポーツ報知 Presents 三里塚賞 オンライン馬券検討会≫ 

配 信 日 時 12月 2日（木）18：00～20：40頃（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）、井上ほの花さん（声優）、

春木宏夫記者・大上賢一郎記者（スポーツ報知） 

内 容 

今年から新設の準重賞として開催される三里塚賞当日の第 9～11レースを舞台に、MCの薄

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）と、スポーツ報知の競馬記者

陣の直前予想をライブで無料配信します！さらに今回は「パズドラ」の卯月さくら役、「ア

イドルマスターシンデレラガールズ」の浅利七海役や、2022年放送予定の「RPG不動産」で

は主役の風色琴音役を務める声優「井上ほの花さん」がゲストで登場します。また「三里塚

賞を的中する出演者」を予想した視聴者の中から 10名様に、「クイーン賞オリジナルあった

かリバーシブルネックウォーマー」が当たる抽選会を実施するほか、井上ほの花さんのサイ

ン色紙が当たるチャンスも！ 

※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。 

 
 
 
 
 
 
 

 

佐藤哲三さん 
（元 JRA所属騎手） 

 小塚歩さん  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） 

都丸ちよさん 
（声優） 

春木宏夫記者 大上賢一郎記者 
（スポーツ報知） 

薄井しお里さん 井上ほの花さん 
（声優） 

https://radiko.jp/#!/live/RN1
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-17/
https://youtu.be/8YIN9qcp5KM
https://us02web.zoom.us/j/82512130548
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≪ネット投票ポイント還元キャンペーン開催！≫ 

○SPAT4 フェアリーテイルプリンセス 

SPAT4で、クイーン賞（JpnⅢ）〔12月 1日（水）〕など牝馬重賞対象 3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 2レース

購入でポイント 3倍、3レース購入でポイント最大 5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〔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！ 

 

○SPAT4 南関ファイナル 2021 キャンペーン 

SPAT4で、「船橋 Jockeys Festival 9th」〔12月 3日（金）〕など、南関 4場（船橋・

川崎・浦和・大井）2021年の最終レースはポイント 5倍をプレゼント！ 

 

○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」≫ 

 

■「クイーン賞」勝ち馬予想キャンペーン 

応 募 期 間 11月 28日（日）16：00（予定）～12月 1日（水）20：00 

実 施 内 容 

「クイーン賞」1 着馬の予想に的中した方の中から抽選で合計 20名様

に、豪華賞品いずれか 1品とクイーン賞オリジナルグッズをセットで

プレゼント！ 

夜競倶楽部オンライン会員の方は、抽選に外れても、Wチャンスプレ

ゼントとして、さらに抽選で 50名様に「矢野義幸調教師 1,000勝記

念マスク」をプレゼント！ 

 

【賞品内容】 

・「サルサディオーネ号」デザイン クイーン賞オリジナルクオカード（10,000円）（15名様） 

・人気ゲーム機 ネオンブルー・ネオンレッド(5名様) 

※賞品を選択することはできません。 

 

さらに当選者全員に「クイーン賞オリジナルあったかリバーシブルネッ

クウォーマー」をプレゼント！ 

 

【夜競倶楽部オンライン会員限定 Wチャンスプレゼント】 

・「矢野義幸調教師 1,000勝記念マスク」（白・黒 各 25名様） 

※色を選択することはできません。 

当 選 通 知 賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000861
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000833
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000862
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/2021-09-01/
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■「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。 

 

「教えて船橋アイ Vol.05・06」 

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）。 

今回は「VOL.05 石崎駿騎手インタビュー」「VOL.06 南関東競馬公認予想士 長澤隆之さんが船橋競馬徹底解説」

の 2 本をお届けします。 

 

VOL.05 石崎駿騎手インタビュー 

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、今年でデビュー20 年の区切り

を迎えた石崎駿騎手が登場。偉大な父や印象深い馬との思い出、船橋 1,800m の攻

略法などについて伺いました。 

 

VOL.06 南関東競馬公認予想士 長澤隆之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「テイク」の

長澤隆之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・ビギナーの方へのアドバイス・穴馬の見分け方など、様々な角度か

ら解説します。 

 

「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改修工事中の船橋競馬場の状況や

関連情報について、よみうりランドの山田俊彦さんにインタビュー

しました。 

 

 

「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「アジュディミツオーを訪ねて」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（川島正行厩舎）」の生まれ故郷、藤川ファー

ムを訪ねて、生産者の藤川尚貴さんに現役時代の思い出や近況を伺ってきました。12 月

1日（水）は、今年、金沢競馬場にて開催された「第 21回 JBCクラシック（JpnⅠ）」を

JBC史上、地方所属馬として初めて勝利した船橋所属の「ミューチャリー号」を管理する「矢野義幸調教師イン

タビュー」を公開予定です。お楽しみに！ 

 

 

 

 

https://heartbeat-nighter.online/tsusin
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-15/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-08/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-09-02/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-08-13/
https://umaletter.jp/
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■「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貯めて、レアなオリジナルグッズと交換できます。

また「クイーン賞 勝ち馬予想キャンペーン」において、抽選に外れても、会員限定特典の

Wチャンスとして、さらに抽選で 50名様に「矢野義幸調教師 1,000勝記念マスク」をプレゼ

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」 
「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。 

 

≪公式 YouTube チャンネル「ハートビート VR チャンネル」≫ 
～JBC2021 出走スペシャル「ミューチャリー号」追い切り調教など貴重な動画を絶賛公開中～ 

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。 

今年 11月 3日、金沢競馬場にて開催された「第 21回 JBCクラシック（JpnⅠ）」を

JBC 史上、地方所属馬として初めて勝利した「ミューチャリー号（矢野義幸厩舎）」

と「第 21 回 JBC スプリント（JpnⅠ）」に出走した「アランバローズ号（林正人厩

舎）」の 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。レース直前の全力に近い走りをするミューチャリー、アランバロ

ーズの迫力ある走りを、ぜひ体験してみてください！ 

※VR映像については、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/yakei
https://heartbeat-nighter.online/ouchi
https://www.heartbeat-nighter.online/guidebook/
https://www.heartbeat-nighter.online/guidebook/
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、「ク

イーン賞特別企画」として、「競馬記者 vs ボート記者 vs 競輪記者による、クイーン賞ガチンコ予想対決」を

実施します。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ガチンコ予想！

前回の「かしわ記念」は、回収率 300%の記者が 2名、140%が 1名と好成績のこの企画、要注目です！

≪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/

