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令和 4 年 2月 9 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 11回開催を 2月 14日（月）～18日（金）に開催

いたします。今開催は、ダイオライト記念（JpnⅡ）のトライアルレース「第 58 回 報知グランプリカップ（S

Ⅲ）」〔2月 16日（水）〕を開催いたします。また、1月 18日（火）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。 

今開催の古馬中距離路線において重要となる重賞レース「報知グランプリカップ」を盛り上げるため、レース

当日〔2月 16日（水）〕は、馬事文化応援アイドル「桜花のキセキ」のメンバーが出演している「キセキの船橋

ケイバ TV～キセキのふわふわ LIVE～」と「スポーツ報知 Presents オンライン検討会」のコラボレーション番

組「スポーツ報知 VSキセキのふわふわ LIVE ガチふわ馬券対決！」を公式 YouTubeチャンネルにて LIVE配信

いたします。「桜花のキセキ」チームと「スポーツ報知」チームによるチーム馬券対決企画などを行います。ま

た、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

「HEART BEAT NIGHTER オンライン」の、「今月の注目重賞 Vol.07」では、「報知グランプリカップ」のレース

情報の他、騎手時代に同レースを 2 勝している張田京調教師へのインタビュー記事を紹介。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」では、「篠谷葵騎手インタビュー」を掲載中。今年でデビ

ュー3年目のシーズンを迎える船橋競馬期待の若手「篠谷葵騎手」へ、昨年のヤングジョッキーズシリーズで感

じたことや、今は亡き師匠の佐藤賢二調教師への想いなど貴重なお話を伺いました。 

また、『「報知グランプリカップ」開催企画 開催リーディングジョッキークイズキャンペーン』をオンライン

で実施中。第 11回開催期間中、最多勝ち星を挙げる船橋競馬所属騎手（リーディングジョッキー）予想クイズ

と NARグランプリに関連したクイズ 3問を全問正解した方の中から抽選で 30名様に、船橋競馬所属騎手のオリ

ジナル勝負服柄 T シャツ・キーホルダーとサイン入りグッズをセットにした「千葉県騎手会グッズ」をプレゼ

ントいたします（応募期間：2月 16日（水）21：00まで）。さらに、夜競倶楽部オンライン会員の方には抽選に

外れても Wチャンスプレゼントとして、抽選で 20名様に「2021年ダートグレード競走ノベルティグッズ」をプ

レゼントいたします。また、「船橋競馬場 施設改修レポート Vol.03」では、完成した新スタンド A 棟の内部、

パドックテラスや観覧席、屋外観覧席などの写真や情報を一足先に公開いたします。詳しくは、次項以降や

「HEART BEAT NIGHTER オンライン」をご覧ください。

■「報知グランプリカップ」とは

報知新聞社の協力により 1964年に創設されました。1998年（第 34回）まではサラブレッド系・アングロアラ

ブ系混合 5歳（現 4歳）以上のオールカマー競走として施行され、アングロアラブ 4頭がサラブレッドを破っ

て優勝しています。南関東のアラブ系番組廃止に伴い 1999年にサラ系競走に条件が変更され、南関東 SⅢに格

付けされています。古馬中距離路線としても重要なレースの 1つで、上位 2着までに「ダイオライト記念(Jpn

Ⅱ)」、1着～3着までに「京成盃グランドマイラーズ（SⅡ）」、1着馬に「かしわ記念(JpnⅠ)」（いずれも船橋

競馬場）の優先出走権が付与されます。昨年のレースは、6番人気のゴールドホイヤー（山崎誠士騎手騎乗）

が勝利しました。 

船橋競馬 第 11 回開催〔2 月 14 日（月）～18 日（金）〕 
「第 58 回 報知グランプリカップ（SⅢ）」〔2 月 16 日（水）〕開催 

「スポーツ報知 VS キセキのふわふわLIVE ガチふわ馬券対決！」をLIVE配信！ 

「開催リーディングジョッキークイズキャンペーン」も２月 16 日（水）まで開催中！ 

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-11-11
https://www.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-11-10
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-11-01
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-11-02
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-11-09/
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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。 

 

≪2 月 13 日（日）、関東・関西で CM「船橋ケイバがアツい」篇を放送！≫ 
テレビ CM「船橋ケイバがアツい」篇を、第 11回開催直前の〔2月 13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 

2月 13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 2月 13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。ダイオライト記念（JpnⅡ）のトライアル

レースであり、かしわ記念（JpnⅠ）と京成盃グランドマイラーズ（SⅡ）の優先出走権も付

与される、古馬中距離路線において重要となる重賞レース「報知グランプリカップ（SⅢ）」

〔2月 16日（水）〕の情報や注目馬について紹介いたします。 

 

≪ネット投票ポイント還元キャンペーン開催！≫ 

○SPAT4 冬のスタミナ比べキャンペーン 

SPAT4で、「報知グランプリカップ（SⅢ）」〔2月 16日（水）〕など対象の中長距離重

賞 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 5レース購

入でポイント最大 8倍に！ 

 

 

○楽天競馬 ダートグレード競走と南関重賞競走購入で現金 1万円プレゼント 

楽天競馬で、「報知グランプリカップ（SⅢ）」〔2月 16日（水）〕を含む対象レースの

うち、いずれか 3つ以上のレースを対象賭式で各 500円以上・合計 1,500円以上購

入すると「現金 1万円」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！ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XTmMyybTlM8
https://radiko.jp/#!/live/RN1
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000879
https://keiba.rakuten.co.jp/event/rkb_special2202
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」≫ 

 

■『「報知グランプリカップ」開催企画 開催リーディングジョッキークイズキャンペーン』 
応募締切 2月 16日（水）21：00まで 

賞品内容 

第 11 回開催期間中、最多勝ち星を挙げる船橋競馬所属騎手（リーディングジョッキー）予想ク

イズと NAR グランプリに関連したクイズ 3 問を全問正解した方の中から抽選で 30 名様に、船橋

競馬所属騎手のオリジナル勝負服柄 Tシャツ・キーホルダーとサイン入りグッズをセットにした

「千葉県騎手会グッズ」をプレゼントいたします。 

また、夜競倶楽部オンライン会員の方には抽選に外れても Wチャンスプレゼントとして、抽選で

20 名様に「2021 年ダートグレード競走ノベルティグッズ」を 5 種類のうちいずれか 1 つをプレ

ゼントいたします。 

 

【千葉県騎手会グッズ】 

オリジナル勝負服柄 Tシャツ・キーホルダー&サイン入りグッズ（合計 30名様） 

・石崎駿騎手 

・川島正太郎騎手 

・本田正重騎手 

・本橋孝太騎手 

・森泰斗騎手 

※騎手を選択することはできません。 

 

【夜競倶楽部オンライン会員特典】 

2021年ダートグレード競走 ノベルティグッズ ランダムプレゼント（各 4名様） 

・ダイオライト記念オリジナル今治バスタオル 

・マリーンカップオリジナルデニムトート 

・かしわ記念オリジナル Tシャツ 

・日本テレビ盃オリジナルフリースジャケット 

・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 

※いずれか 1つのプレゼントとなります。 

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.heartbeat-nighter.online/
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-11-02
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星野菜々さん 一瀬恵菜さん 
（桜花のキセキ） 

■「スポーツ報知 VS キセキのふわふわ LIVE ガチふわ馬券対決！」 

配 信 日 時 2月 16日（水）18：20～ 

チャンネル 公式 YouTube チャンネル 

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）、志賀浩子記者・大上賢一郎

記者（スポーツ報知）、星野菜々さん・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

セキのふわふわ LIVE～」の第 8弾は、「スポーツ

報知 Presents オンライン検討会」とのコラボレ

ーション番組を実施します！ 

「報知グランプリカップ」〔2月 16日（水）〕当日

の船橋競馬第9～12レースを舞台にレース予想を

生配信！「桜花のキセキ」チームと「スポーツ報知」チームによるチーム馬券対決企画など

を行います。 

また、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。番組内で各レース終了

後に応募キーワードを発表、全ての「キーワード」及び「勝者チーム」を応募フォームに記

入していただくと応募完了になります。 

※抽選会の応募方法はイベント配信中にお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「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。 

 

「今月の注目重賞 Vol.07」 

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、古馬中距離路線の重要レース「報知グランプリカップ」

を特集！前哨戦ともいえるチバテレ盃を制したキタノオクトパス号を管理し、騎手時代に同

レースを 2 勝している張田京調教師にお話を伺いました！その他、過去 5 年の傾向など、レ

ース予想の参考となる情報も掲載しています。 

 

「船橋競馬場 施設改修レポート Vol.03」 

2024 年春の完成を目指して大規模改修工事中の船橋競

馬場は、ついに新スタンド A棟が完成。今回のレポート

では新スタンド A棟の内部、パドックテラスや観覧席、

屋外観覧席などの写真や情報を一足先に公開します。 

 

 

薄井しお里さん 志賀浩子記者 大上賢一郎記者  
（スポーツ報知） 

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-11-11
https://youtu.be/V2ZEQ0mUoFY
https://heartbeat-nighter.online/tsusin
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-11-10
https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-11-09/
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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「篠谷葵騎手インタビュー」は、昨年のヤングジョッキーズシリーズで総

合 4 位となり、今年でデビュー3年目のシーズンを迎える船橋競馬期待の若手「篠谷葵騎

手」へインタビュー、ヤングジョッキーズシリーズのエピソードやデビューしてからのこ

れまで、今は亡き師匠の佐藤賢二調教師への想い、プライベートのことなど貴重なお話が

満載です。 

■「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貯めて、レアなオリジナルグッズと交換できます。

また、会員限定のキャンペーン追加特典として、『「報知グランプリカップ」開催企画

開催リーディングジョッキークイズキャンペーン』において、抽選に外れても W チャ

ンスプレゼントとして、抽選で 20名様に「2021年ダートグレード競走ノベルティグッ

ズ」をプレゼントいたします。船橋競馬のダートグレード競走、かしわ記念や日本テ

レビ盃などのレアなノベルティグッズ 5種類のうちいずれか 1つが当たります。

※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。

≪公式 YouTube チャンネル「ハートビート VR チャンネル」≫ 
～東京大賞典出走スペシャル「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。 

昨年 12 月、大井競馬場にて開催された「第 67 回 東京大賞典（GI）」に出走した

「ミューチャリー号（矢野義幸厩舎）」の最終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の迫力ある走りを、ぜひ体験してみてください！

※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。

https://www.heartbeat-nighter.online/tsusin/2021-11-01
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.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！～ 

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/ 

 

○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。 

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/
https://twitter.com/funabashi_keiba
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/mobile/
https://www.nankankeiba.com/sp/
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○「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。


