令和 4 年 4 月 7 日
千葉県競馬組合

船橋競馬 第１回開催〔４月１１日（月）～１５日（金）〕
「第２ ６ 回マ リ ー ン カ ッ プ ( J ｐ ｎ Ⅲ ） 」〔４月１３日（水）〕
２０２２年度第１回開催も有観客開催！来場記念プレゼント、キッチンカー出店、
YouTube生配信、Twitterキャンペーンなど開催全日程でイベントを開催予定！

船橋ケイバ（千葉県船橋市若松 1-2-1）では、令和4年度第1回開催を 4月11日（月）～15日（金）に開催いたします。今開
催は、重賞レース「第26回マリーンカップ（JpnⅢ）」 〔4月13日（水）〕を開催いたします。
今開催は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で、滞留人数 3,000人まで（事前予約不要）の有観客開催と
なります。2月に完成した新スタンド A 棟へご入場いただくとともに、開催全日で、キッチンカー、キッズスペースや女性ラウ
ンジなどファミリーでも女性でも楽しめるイベント等を予定しております。入場および施設の利用、場内イベントのお知らせ
は、次頁以降に注意事項や詳細を記載しておりますので、ご覧ください。
第１回開催を盛り上げるため、「HEART BEAT NIGHTER オンライン」では、開催企画「船橋競馬公式 Twitter フォロー＆リ
ツイートキャンペーンを」 実施します。船橋競馬公式 Twitter アカウント（@funabashi_keiba）をフォローして、応募対象ツイー
トをリツイートしていただいた方の中から毎日抽選で50名様に豪華賞品をプレゼントいたします。また、公式 YouTubeチャン
ネルにて、「船橋ハートビートライブ」を毎開催様々なゲストを招きLIVE配信します。その他、コラム記事や、船橋競馬が楽し
めるコンテンツを多数掲載します。詳しくは、次項以降や「HEART BEAT NIGHTER オンライン」をご覧ください。
■「マリーンカップ」とは
1997年に4歳（現3歳）から10歳（現9歳）までの牝馬限定の賞金別定の中央・地方全国指定交流の重賞（統一G Ⅲ・南関
東G2）として第1回を施行。2001年からは出走資格を3歳（旧4歳）以上牝馬に、2004年からは負担重量がグレード別定
になりました。上位2着までに入った地方競馬所属馬には、スパーキングレディーカップ（川崎競馬場）の、また5着以内
の南関東所属先着2頭（3歳馬を除く）に対し、しらさぎ賞（浦和競馬場）の優先出走権が与えられます。
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入場および施設の利用、場内イベントのお知らせ
今開催は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で、滞留人数 3,000 人まで（事前予約不要）の有観客開催とな
ります。滞留人数が上限に達した場合、入場をお待ちいただくことやお断りすることがあります。また、今後の社会的状況等
により、入場および場内イベントに変更・中止が生じる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
○入場について
（1） 当日の入場受付のみとなります。事前予約はできません。
（2） 上限に達した場合、入場をお待ちいただく場合や入場をお断りする場合がございます。
（3） 事前に入場確認票を記入の上、ご来場していただくようお願いします。入場確認票の提出が無い場合はご入場
をお断りします。※入場確認票のダウンロードはこちら
（4） 入場料（お一人様 100 円）が必要となります（15 歳未満は無料）
。
（5） 入場時に、検温及び手指消毒を行います。発熱や体調不良が確認された場合は、ご入場をお断りします。
（6） マスクを正しく着用していない方は入場できません。
○施設の利用について
（1） 場内ではマスクを必ず着用してください。ワクチンを接種済みの方も同様とします。
（2） 手洗い・うがいの励行、手指の消毒にご協力ください。
（3） 場内では大声を出さず、人と人の間隔を空けてください。
（4） 特別観覧席の利用は、当日先着順による受付となります。受付は、開門 30 分前から入場券販売所で行います。
事前予約はできませんので、あらかじめご了承ください。
（5） 飲食店は一部の臨時店舗のみの営業となります。
（6） 施設の利用については、場内係員の指示に従ってください。
○場内イベントについて
今後の社会的状況等により、予告なく変更・中止が生じる場合がございます。
○その他
接触確認アプリ（COCOA）のダウンロード・登録をお願いします。
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4月１１日（月）～15日（金）イベント
○ハートビートVR
場所：スタンド3階（予定）
日本初の現役騎手・競走馬による迫力の VR 映像が、無料配布のVRゴーグルで体験できる！
騎手目線での迫力ある映像体験をどうぞお楽しみください！
また、GWにはあらたなVR映像を追加しますので乞うご期待！

○キッズスペース＆女性ラウンジ
場所：キッズスペース/スタンド 2 階（予定） 女性ラウンジ/スタンド2階（予定）
お子様同伴の方にはうれしいキッズスペースをご用意しました。また、女性の方にもゆっくりとくつろいでいただける
専用スペースを今開催から新たにご用意いたしました。

「 LINE 友だち登録キャンペーン」「キャロッタショップ」「夜競倶楽部」
場所：HEART BEAT Center
「 LINE 友だち登録キャンペーン」は、船橋競馬場 LINE 公式アカウントに友だち登録していた
だいた方がご参加いただけるキャンペーンです。友だち登録を行い、キーワードを送信する
だけで参加できるキャンペーンとなっております。登録方法や参加方法は現場のスタッフが
ご案内いたします。また、「キャロッタショップ」では船橋ケイバ公式マスコットキャラクター「キ
ャロッタ」のオリジナルグッズを販売いたします。
※夜競倶楽部はポイントグッズ交換のみの対応となります。その
他、夜競倶楽部については、最終頁もご覧ください。

■ 船橋競馬公式Twitterフォロー＆リツイートキャンペーン
応募締切

4月11日（月）14:00～4 月15日（金）21：00 まで
船橋競馬公式 Twitter アカウント（@funabashi_keiba）をフォローして、キャンペーン対象ツイートをリツイー
トしていただいた方の中から、抽選で毎日50名様にAmazonギフト券（デジタルクーポン） 500円分を

内

容

プレゼント。
※各日抽選で50名様、5日間合計で250名様にプレゼントいたします。

当選通知

ご当選者様には、ご応募いただいた翌日を目安にTwitterのDMにて通知いたします。

■ 船橋競馬公式LINE友だち登録キャンペーン「船橋ケイバ来場者限定！LINEスクラッチくじ」
応募締切

内

容

4月11日（月）14:00～4 月15日（金）21：00 まで
船橋競馬公式LINEアカウントを友だち登録して、トークで船橋競馬の場内で掲示されるキーワードを入力
するだけで参加出来るスクラッチキャンペーン。スクラッチくじに参加していただいた方の中から、抽選で
毎日50名様にAmazonギフト券（デジタルクーポン） 500円分をプレゼント。
※参加は1名様1回のみ。各日抽選で50名様、5日間合計で250名様にプレゼントいたします。

当選通知 スクラッチくじを引いていただきその場で結果を画面に表示いたします。
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○キッチンカーなど
場所：2階スタンド
創作クレープなどを販売いたします！
出店名
東西売店

販売メニュー
あんかけ焼きそば、焼き鳥など

クレープふぁんふぁん

クレープ、かき氷など

クレープひだまり日和

季節のフルーツ・アイスクリーム・ナッツ・コン
フレーク・チーズケーキやプリンなどが選べ
る創作クレープ

11 日
(月)

12 日
(火)

13 日
(水)

14 日
(木)

15 日
(金)

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

※イベントは、今後の社会的状況等により、予告なく変更・中止が生じる場合がございます。

4月12日（火）イベント
○「ブルーバードカップ」表彰式
時
間 第 11R 確定後
場
所 ウイナーズサークル

4月13日（水）イベント
○マリーンカップ当日！来場記念先着プレゼント※無くなり次第終了
場所：入場門付近
4月13日（水）マリーンカップの開催を記念して、開門から先着100名様に、
ハンドタオル・ボールペン・昨年度船橋所属馬ポストカード（キャッスルトップ・アランバローズ・
ミューチャリー・カジノフォンテンからいずれか1枚）など、船橋競馬場オリジナルグッズをプレゼントいたします。

○「第26回マリーンカップ」表彰式
時
間 第 11R 確定後
場
所 ウイナーズサークル

4月14日（木）イベント
○「柏の葉オープン」表彰式
時
間 第 11R 確定後
場
所 ウイナーズサークル
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4月 9日 （土）か らCM「船橋ケイバがアツい、マリーンカップ」篇を放送！
今開催に先駆けて 4 月9 日（土）から、テレビ CM「船橋ケイバがアツい、マリーンカップ」篇を、関東（テレビ東京）及び、関西、
東海、北海道の競馬中継番組前後で放送いたします。
■ CM 放映スケジュール
4月9 日（土）「ウイニング競馬」
4月10日（日）「みんなの KEIBA」「競馬 BEAT」「BS11競馬中継」
※競馬中継番組は関東・関西・東海・北海道でのオンエア
※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「マリーンカップ」実況中継≫
放送日時

4 月13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・三浦拓実さん（ラジオ NIKKEI アナウンサー）

解

説

佐藤哲三さん（元 JRA 騎手）※現地・船橋競馬場から初解説、佐瀬幸司さん（日刊競馬）
元 JRA 所属騎手の佐藤哲三さんが初の現地参戦！佐藤哲三さんスペシャルとして、現地ならではのライブ

放送内容

感あふれる解説とともに、リスナーからの質問にお答えいただくコーナーなども予定しています。
リスナープレゼントとして、NARグランプリ受賞記念QUOカード4種のうち1枚を、8名様にプレゼント！

佐藤哲三さん
（元 JRA 所属騎手）

大関隼さん

小塚歩さん

米田元気さん

（ラジオ NIKKEI アナウンサー）
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三浦拓実さん

≪スペシャルサイト「HEART BEAT NIGHTER オンライン」≫
■船橋競馬

公式YouTubeチャンネル：船橋ハートビートライブ

配信日時

チャンネル
出

内

演

者

容

第1回：4月11日（月）18:00頃～21:00頃（予定）
第2回：4月12日（火）18:00頃～21:00頃（予定）
第3回：4月13日（水）14:00頃～21:10頃（予定）
第4回：4月14日（木）18:00頃～21:00頃（予定）
第5回：4月15日（金）18:00頃～21:00頃（予定）
船橋競馬公式 YouTube チャンネル
第1回：柳いろはさん（タレント）、井上オークスさん（競馬ライター）
第2回：瀬戸山知花さん（フリーアナウンサー）、藤原有貴さん（研究ニュース記者）
第3回：静さん（芸人：サミットクラブ）、岡村麻純さん（タレント）
細江純子さん（ホースコラボレーター）、レッド吉田さん（芸人：TIM）
第4回：ムラコさん・静さん（芸人：サミットクラブ）、ヒラヤマンさん（タレント）
第5回：田中歩さん（フリーアナウンサー）、市川俊吾さん（日刊競馬記者）
MC及びゲストによる予想対決を中心とした、公式YouTubeからの生配信を実施します。
「マリーンカップ（JpnⅢ）」開催当日はさらに豪華なゲストをお迎えし、船橋競馬第1～12レース
全レースの予想対決などを中心とした生配信を実施いたします。

※一部抜粋

井上オークスさん

細江純子さん

柳いろはさん

サミットクラブ

■ 「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。

「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～」
現在公開中の「山田信大調教師インタビュー」は、2021 年の船橋競馬・調教師リーディングトップとな
った山田信大調教師に、新潟競馬でデビューし、移籍した船橋競馬までの騎手人生、そして調教師
になってからの 7 年間の振り返りや将来の夢、強い馬の見分け方など貴重なお話を伺いました。

■ 「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。 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。
※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。
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≪公式YouTubeチャンネル「ハートビートVRチャンネル」≫
～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。
※GWからは新たなコンテンツが追加されますのでお楽しみに！

≪「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！
また第2回開催から専門紙の予想も加わりさらにパワーアップ予定！ご期待ください！

≪公式LINEアカウント開設！≫
いよいよ船橋競馬が公式LINEアカウントをスタート！
今後、船橋競馬に関する面白い情報やキャンペーンなど、
船橋競馬がどんどん好きになるコンテンツを配信していくのでお楽しみに！
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≪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
（LINE）https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=691zheic

○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/

■ 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。また、今開催は、場内の HEART BEAT Center にてポイン
トグッズ交換を実施いたします。
○「特別観覧席の招待（引換）券」「特別観覧席スタンプカード」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、新スタンドA 棟特別観覧席でご利用いただけます（※ボッ
クスルーム、ウィナーズビューシートを除く）。また、全てスタンプが貯まった特別観覧席スタンプカードは、新スタンドA
棟特別観覧席との引換えが可能です（※ボックスルーム、ウィナーズビューシートを除く）。なお、特別観覧席スタンプカー
ドのサービスは終了となります。※引換え不可のスタンプカードは無効となりますので、ご了承ください。
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。
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