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船橋競馬では、令和４年度第８回船橋競馬〔令和４年１１月２８日（月)～１２月２日（金)〕について、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（うち特別観覧席１６６人）までの有観客開催となります。場内イベン

トのお知らせは、次頁以降に詳細を記載しておりますのでご覧ください。また、入場および施設の利用につきましては、「令

和４年度第６回から第８回までの船橋競馬の入場について」をご確認ください。 

 

第８回開催は牝馬限定で開催されるクイーン賞（JpnⅢ）の実施を記念して、競馬初心者や女性にもうれしいイベント

を開催します！クイーン賞当日には、女性ラウンジが特別仕様に。女性コンシェルジュによる初心者向け競馬レクチャ

ーや地元千葉県や船橋市で有名なお菓子のプレゼントを行います。他にもおしゃれな移動型バーや、開催記念グッズ

が当たるキャンペーンなど、老若男女問わず楽しめるイベントが盛りだくさん！第８回開催もどうぞお楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ４年 １１月 ２２日 

千葉県競馬組合 

船橋競馬 第８回開催〔１１月２８日(月)～１２月２日(金)〕 

「Funabashi Jockeys Festival」〔１１月２８日(月)、１２月２日(金)〕  

「クイーン賞（JpnⅢ）」〔１１月３０日(水)〕 
FUNABASHI KEIBA QUEEN WEEK！ 

クイーン賞当日にはプレミアム女性ラウンジや女性限定グルメクーポンも登場！ 

おしゃれに楽しめる移動型バーなど女性でも楽しめる様々なイベントが盛りだくさん！ 

 

https://blog.f-keiba.com/info/2022/09/post-318c.html
https://blog.f-keiba.com/info/2022/09/post-318c.html
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■「クイーン賞（JpnⅢ）」とは 

船橋競馬場で開催される牝馬限定のハンデキャップレース。来年に向け飛躍を誓うもの、勝って有終の美を締めくくりたいも

のなど、様々な想いが１１月の冬空をかけめぐります。１,２着の地方所属馬に「TCK 女王盃（JｐｎⅢ 大井）」、１着の地方所

属馬に「エンプレス杯（JpnⅡ 川崎）」の優先出走権が与えられます。昨年は６番人気のダイアナブライト（笹川翼騎手騎乗）

が勝利しました。 

 

▼２０２１年クイーン賞（JpnⅢ）（優勝馬 ダイアナブライト）      

 

≪表彰式等≫ 

日程 表彰式等 時間 場所 

１１月３０日（水） 左海誠二騎手 引退報告会 １３時５０分（予定） ウイナーズサークル 

１１月３０日（水） クイーン賞（JpnⅢ） 表彰式 １１Ｒ確定後 ウイナーズサークル 

 

≪１１月２６日（土）からブランドＣＭ「ＦＯＲＣＥ クイーン賞（JpnⅢ）」篇を放送！≫ 
第８回開催（１１月２８日～１２月２日）に合わせ、【FORCE クイーン賞（JpnⅢ）篇】を１１月２６日（土）から、 

地上波・BS 放送にてオンエアいたします。 

 

■CM 放映スケジュール 

・地上デジタル放送 

 テレビ東京        ：１１月２６日（土）「ウイニング競馬」番組前 

 フジテレビ          ：１１月２７日（日）「みんなの KEIBA」番組前 

 北海道文化放送  ：１１月２７日（日）「みんなの KEIBA」番組前 

 関西テレビ        ：１１月２７日（日）「KEIBA BEAT」番組前 

 東海テレビ        ：１１月２７日（日）「KEIBA BEAT」番組前 

・BS 放送 

 BS イレブン        ：１１月２７日（日）「競馬中継第１部」番組後 
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≪第８回開催イベント情報≫ 

 

 

 

― イベント一覧 ― 

イベント名 場所 
２８日 

（月） 

２９日 

（火） 

３０日 

（水） 

１日 

（木） 

２日 

（金） 

移動型バーでオシャレにクイーン賞を楽しもう！ エスカレーター脇   ◎   

クイーン賞オリジナルボトル先着プレゼント ハートビートセンター付近   ◎   

クイーン賞開催記念！ 

女性限定グルメクーポンプレゼント 
ハートビートセンター付近 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

クイーン賞開催記念プレミアム女性ラウンジ  
（女性コンシェルジュ・お菓子配布） 

スタンド２Ｆテラス側 

ガラス張りスペース 
  ◎   

クイーン賞当日スペシャル抽選会 スタンド２F デッキ付近   ◎   

東京トゥインクルファンファーレによる生演奏 ウイナーズサークル   ◎   

キャロッタふわふわランド 

エスカレーター脇広場 

※３０日（水）のみスタンド 

１階投票所付近で実施予定  

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

キャロッタグリーティング スタンド３F 西側デッキ ◎  ◎   

特別観覧席購入者限定スクラッチカード 特別観覧席発売所 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

船橋競馬 競走馬くじ ハートビートセンター向い ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

船橋競馬場オリジナル 

絵馬風ウッドホルダー＆お守り風チャーム販売 
ハートビートセンター ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

キャロッタグッズ ミニエコバック発売 ハートビートセンター ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
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イルミネーション - ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

キッズスペース 
スタンド３Ｆテラス側 

ガラス張りスペース 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

ハートビート VR 
スタンド３Ｆテラス側 

ガラス張りスペース 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

千葉県騎手会公式マスク販売 
ハートビートセンター 

※３０日（水）のみハートビー

ト VR でも販売 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

表彰式・左海誠二騎手 引退報告会 ウイナーズサークル   ◎   

日高軽種馬農業協同組合協賛記念 

先着プレゼント 
ハートビートセンター付近    ◎  

 

＜出店予定店舗＞ 

時間：開門～最終レース発走まで    出店場所：入場門付近・スタンド１F エスカレーター脇・スタンド２Ｆデッキ付近 

出店名 販売メニュー 
２８日 

（月） 

２９日 

（火） 

３０日 

（水） 

１日 

（木） 

２日 

（金） 

船橋ケイバ屋台 ベビーカステラ、イカ焼き、チョコバナナ、唐揚   ◎ ◎ ◎ 

東西売店 あんかけ焼きそば、焼き鳥など ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

田久保売店 煮込み、カレーライス、串焼きなど ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

アンジェロ メガとんドック、メガとん丼など ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

大鶏串の中島 大鶏串、大鶏飯など ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

移動型バー TLUX カクテル、モクテルなど   ◎   

スープキッチンカー 
スープ３種 

（スープの種類はその日のお楽しみ） 
◎ ◎  ◎ ◎ 

キッチンカー フランクフルト、ローストビーフ   ◎   

八肥の会 たまねぎスープ、島カレーなど ◎  ◎   

※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。 

※イベント詳細は下記のイベント一覧をご覧ください 

※掲載の店舗・メニュー・料金は変更になる場合がございます。 
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― イベント詳細 ― 

≪第８回本場開催日イベント≫  

○移動型バーでオシャレにクイーン賞を楽しもう！ 
１１月３０日（水）クイーン賞当日限定で船橋競馬に移動型バーが登場！ 

本格的なカクテルやおつまみと一緒にオシャレに競馬観戦を楽しみましょう！ 

実施場所：エスカレーター脇 

※１１月３０日（水）のみ実施します。 

 

 

○クイーン賞オリジナルボトル先着プレゼント 
１１月３０日（水）のクイーン賞（JpnⅢ）当日限定で、 

クイーン賞オリジナルボトルを先着２００名様にプレゼント！ 

実施場所：ハートビートセンター付近 

※１１月３０日（水）のみ実施します。 

 

○クイーン賞開催記念！女性限定グルメクーポンプレゼント 
クイーン賞の開催を記念して、女性のお客様（お子様も可）に開門時と 

１８時以降に先着で各日各時間５０名様にグルメクーポン２００円分をプレゼント。 

またお連れのお客様にもプレゼントいたします。 

実施場所：ハートビートセンター付近 

 

○クイーン賞開催記念プレミアム女性ラウンジ  
牝馬限定レース「クイーン賞」が行われる日は女性ラウンジが特別仕様に！ 

初心者の方にもお楽しみ頂けるよう、女性コンシェルジュが競馬をやさしく丁寧にレクチャーします！ 

また利用頂いた方に地元千葉県や船橋市で有名なお菓子をプレゼント！ 

実施場所：スタンド２F テラス側ガラス張りスペース 

※１１月３０日（水）のみ実施します。 

 

○クイーン賞当日スペシャル抽選会 
１１月３０日（水）の船橋競馬未確定勝馬投票券１，０００円分（どのレースでも可）の提示で抽選会に１回参加。 

５００円分のオリジナルQUOカードや、開催記念グッズが当たる抽選会を開催します。 

参加条件：当日に購入した船橋競馬の未確定勝馬投票券・１，０００円分以上（合算可） 

実施場所：スタンド２Fデッキ付近 

賞品： 

NARグランプリQUOカード ５００円分×５０名様 

クイーン賞オリジナルボトル１５０名様 

※１１月３０日（水）のみ実施します。 

 

○東京トゥインクルファンファーレによる生演奏 
東京トゥインクルファンファーレが船橋競馬でファンファーレを生演奏！ 

実施場所：ウイナーズサークル 

※１１月３０日（水）クイーン賞 他２レースで実施予定 

 

○キャロッタふわふわランド 
キャロッタのオリジナルふわふわ遊具が登場！ 

実施場所：エスカレーター脇広場 

対象：３歳以上のお子様  

※３０日のみスタンド１階投票所付近で実施予定   

※実施場所は変更となる場合がございます。 

※小学生以下は保護者同伴 
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○キャロッタグリーティング 
おなじみキャロッタが場内をグリーティング。みんなで一緒に記念撮影しよう！！ 

実施場所：スタンド３F 西側デッキ 

※１１月２８日（月）、３０日（水）のみ実施します。 

 

〇特別観覧席購入者限定スクラッチカード 
開催期間中に特別観覧席をご購入されたお客様限定でスクラッチカードを配布します！ 

１等  Amazon ギフトカード ３,０００円相当 １名様 

２等  幸せを呼ぶ馬車道馬蹄パイ（５枚入り） １０名様 

３等  食事券５００円分 ３０名様 

４等  キャッシュレスポイント付与３００円分 ５０名様 

実施場所：特別観覧席発売所 

 

○船橋競馬 競走馬くじ 
かわいい競走馬の人形が当たる抽選会を実施します。 

（ハズレなし、１回１,０００円） 

実施場所：ハートビートセンター向い  

 

○船橋競馬場オリジナル絵馬風ウッドホルダー＆お守り風チャーム販売  

船橋競馬場マスコット「キャロッタ」の可愛いチャームと、願い事が書き込めるウッドホルダーを販売！ 

ウッドホルダーは持ち帰っても良し、願いを込めて掛けても良し。 

船橋競馬場へお越しの際は、是非レース的中の願掛けをしてみませんか。 

販売場所：ハートビートセンター 

販売価格：お守り風チャーム ７００円 

絵馬風ウッドホルダー １,０００円 

チャーム＆ウッドホルダーセット １,５００円 

 

 

○キャロッタグッズ ミニエコバック発売！ 

コンパクトに持ち歩けるミニエコバックを発売！ネイビーカラーとオリーブカラー

の２色展開。海をイメージした可愛いデザインです。 

販売場所：ハートビートセンター 

販売価格：各色７５０円 

 

○場内イルミネーション 
スタンドにてイルミネーションを実施！会場を華やかに盛り上げます。 

 

○キッズスペース 
お子様同伴の方にはうれしい遊具付きのキッズスペースをご用意しました。 

実施場所：スタンド３F テラス側ガラス張りスペース 

 

○ハートビートＶＲ  
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！  

実施場所：スタンド３F テラス側ガラス張りスペース 

 

 

 

 

▼キッズスペース 

▼ハートビート VR 
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○千葉県騎手会公式マスク販売 
千葉県騎手会公式マスク（全７種：森泰斗騎手、張田昂騎手、本橋

孝太騎手、本田正重騎手、左海誠二騎手、川島正太郎騎手、キャロ

ッタ）を販売いたします。ぜひチェックしてください！ 

販売場所：ハートビートセンター 

※３０日（水）のみハートビートVRでも販売します。 

 

○日高軽種馬農業協同組合協賛記念先着プレゼント 
日高軽種馬農業協同組合の協賛（レース名：１２/１ 「カムイユカラスプリント」）を記念して 

先着２００名様に日高昆布をプレゼントします。 

実施場所：ハートビートセンター付近 

※１２月１日（木）のみ実施します。 

 

 

 

≪第８回オンラインイベント情報≫ 

■船橋ハートビートライブ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配 信 日 時 

第１回：１１月２８日（月）１８：００頃～２１：００頃（予定）  

第２回：１１月２９日（火）１８：００頃～２１：００頃（予定）  

第３回：１１月３０日（水）１４：００頃～２１：００頃（予定） 

第４回：１２月１日（木）１８：００頃～２１：００頃（予定） 

第５回：１２月２日（金）１８：００頃～２１：００頃（予定） 

チャンネル 船橋競馬公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル 

ＵＲＬ https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd８６yemmGnQ/featured 

出演者 

第１回：瞳ゆゆさん（フリーアナウンサー）、南沙奈/さなびっちさん（競馬 YouTuber）、都丸ちよさん（タレント） 

第２回：田中歩さん（フリーアナウンサー）、藤原有貴さん（研究ニュース）、サミットクラブ・静さん（お笑い） 

第３回（前半）：サミットクラブ・ムラコさん（お笑い）、オオタケさん（競馬予想家）、竹内紫麻さん（タレント） 

第３回（後半）：サミットクラブ・ムラコさん（お笑い）、市川俊吾さん（日刊競馬）、細江純子さん（ホースコラボレーター） 

第４回：岡村麻純さん（タレント）、秋田麻由子さん（スポーツニッポン）、天野麻菜さん（タレント） 

第５回：デンジャラス・安田さん（お笑い）、佐藤ゆきあきさん（競馬エイト）、夏本あさみさん（タレント）  

内 容 
開催期間中は多彩なゲストをお迎えし、毎日生配信！曜日＆個人対抗の回収率対決やミニゲーム、 

船橋競馬場内からの生中継やパドック解説など、フナバシがもっと好きになる内容が盛りだくさん！ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ/featured
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■Funabashi Jockeys Festival 優勝騎手インタビュー生中継 
放送日時 １１月２８日（月）、１２月２日（金）１２R 確定後予定 

チャンネル 公式ＹｏｕＴｕｂｅ配信「ハートビートライブ」 

出演者 
２８日（月）：都丸ちよさん 

２日（金）：夏本あさみさん 

 内 容 

Funabashi Jockeys Festival 開催日は、２８日（月）は都丸ちよさん、２日（金）は夏本あさみさんによる優勝騎手イ

ンタビューを実施！ 

公式ＹｏｕＴｕｂｅ配信「ハートビートライブ」内で生中継いたします。 

 

■ラジオNIKKEI競馬中継 

放送日時 １１月３０日（水）１９時００分～２０時３０分 

チャンネル ラジオ NIKKEI 第 １ ※パソコン・スマートフォン等からラジコでお聴きください 

出演者 

ゲスト：Lynn さん（声優） 

解説：佐藤哲三さん（元 JRA 騎手）、高橋佑典さん（競馬ブック） 

実況：中野雷太さん 進行：米田元気さん レポート：小島友実さん（ラジオ NIKKEI アナウンサー） 

放 送 内 容 

 お馴染みのラジオ NIKKEI アナウンサー陣に、ゲストとして声優の Lynn さん、解説に佐藤哲三さん、高橋佑

典さんを迎え、「クイーン賞（JpnⅢ）」をお届け！また、視聴者プレゼントとして「クイーン賞オリジナルボトル」

を抽選で１０名様にプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■プレゼントキャンペーン 

〇クイーン賞を予想しよう！フォロー＆いいね・RT キャンペーン  

内 容 

クイーン賞（JpnⅢ）の開催を記念して予想キャンペーンを実施。船橋ケイバ公式 Twitter をフォローし、レ

ースの予想をいいね or RT で投稿すると正解者の中から抽選で Amazon ギフトカード５００円分が２５名様

に当たります。さらに！船橋競馬所属馬が勝ったら、当選者数が５０名様にアップ！みんなで地方馬・船

橋競馬所属馬を応援しよう！ 

実施期間 １１月２８日（月）１４：００～３０日（水）２０：００ 

応募方法 
① 船橋ケイバ公式 Twitter をフォロー 

② 優勝馬の予想が【地方所属馬】ならいいね、【JRA 所属馬】なら RT で投稿 

当選発表 当選者に公式アカウントからのＤＭにて通知させていただきます。 

 

〇クイーン賞開催記念 LINE おみくじ  

内 容 
クイーン賞の開催を記念して、Amazon ギフトカード５００円分が合計１００名様に当たる LINE おみくじ

キャンペーンを実施します。 

実施期間 １１月２８日（月）１４：００～１２月２日（金）２０：００ 

佐藤哲三さん Lynn さん 高橋佑典さん 小島友実さん 中野雷太さん 米田元気さん 

https://radiko.jp/#!/live/RN1
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応募方法 
① 船橋ケイバ公式アカウントの友だち登録 

② メッセージで配信されるバナーからおみくじに参加 

当選発表 【大吉】を引いたらその場で当選 

 

〇クイーン賞開催記念 女性限定！LINE 友だちプレゼント  

内 容 

牝馬限定レースであるクイーン賞の開催を記念して、女性限定でクイーン賞オリジナルボトルが当た

る LINE 友だち登録プレゼントキャンペーンを実施！ 

① 船橋競馬公式アカウントの友だち登録で抽選で５０名様にプレゼント。 

※友だち登録時の自動返信にて応募フォームをお送りします。 

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

※賞品の発送は応募期間終了の翌週を予定しております。 

② 船橋競馬公式アカウントの友だち登録＋当日来場頂いた方先着１００名様にプレゼント。 

実施日時 
① １１月３０日（水）１４：００〜２０：００ 

② １１月３０日（水）１６：００〜 配布 

 

■ネット投票キャンペーン 

〇SPAT４プレミアムポイントクイーン賞キャンペーン 詳しくはこちら 

期間 １１月１６日（水）～１２月２日（金） 

内 容 

【特典１】 

クイーン賞購入でポイント５倍！(地方所属馬優勝で７倍！) 

 

【特典２】 

１１/２８(月)～１２/２(金)船橋競馬【最終レース】を対象にポイント２倍！ 

 

 〇SPAT４プレミアムポイント会員５０万人突破大感謝キャンペーン 第１弾 詳しくはこちら 

期間 
① １１月１日（火）～３０日（水）  

② １２月１日（木）〜１２月３１日（土） 

内 容 

【特典】 

上記①②の各対象期間中に、対象レース（地方競馬全場全レース）をそれぞれ合計５００円以上、 

または合計３,０００円以上購入された SPAT４プレミアムポイント会員様の中から、抽選で以下の賞

品をプレゼント致します。 

■対象レースを合計５００円以上購入 

オリジナル T シャツ（左馬柄) 各月５００名様（合計１,０００名様) 

 

■対象レースを合計３,０００円以上購入 

デジタルカタログギフト 各月１００名様（合計２００名様) 

 

当選発表 
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。 

（１月中旬～下旬頃の発送を予定しております) 

 

〇SPAT４プレミアムポイント会員５０万人突破大感謝キャンペーン 第２弾 詳しくはこちら 

期間 
１１月１５日（火）～１２月１４日（水）  

※船橋競馬対象期間：１１月３０日（水）クイーン賞（JpnⅢ） 

内 容 
【特典１】 

１１/２３(祝水)～１２/１４(水)の南関重賞はもれなくポイント５倍！ 

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001038
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001039
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001035
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【特典２】 

１１/２３(祝水)～１２/１４(水)の南関重賞を対象に、「騎手サイン入りオリジナル T シャツ」や 

「ソメスサドルマルチケース」が抽選で合計１２０名様に当たる！ 

当選発表 
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。 

（１月中旬～下旬頃の発送を予定しております) 

 

〇SPAT４プレミアムポイント会員５０万人突破大感謝キャンペーン 第３弾 詳しくはこちら 

期間 
１１月１８日（金）～１２月１６日（金）  

※船橋競馬対象期間：１２月２日（金）第５レース 

内 容 

【特典】 

１１/２５(金)～１２/１６(金)南関４場の【第５レース】を合計５,０００円以上購入すると、「南関４場グル

メセット」が１,２００名様に当たる！ 

当選発表 
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。 

（賞品は１２/２６～１２/３１にお届け予定です） 

 

〇船橋競馬マンデー１・２・３ポイントアップキャンペーン！第４弾 詳しくはこちら 

期間  １１月１６日（水）～１１月２８日（月） 

内 容 

【特典１】 

１１/２８(月)船橋第１～３レースはもれなくポイント３倍！ 

 

【特典２】 

１１/２８(月)船橋第１～３レースをいずれか１００円以上購入すると、１２/２(金)船橋最終レースのポ

イント３倍！ 

 

【特典３】 

１１/２８(月)船橋第１～３レースをいずれか１００円以上購入＆１１/３０(水)クイーン賞を１００円以上

購入すると、１２/１９(月)船橋第９レースのポイント５倍！ 

 

〇SPAT４冬のスーパースプリント 詳しくはこちら 

期間 
１１月２２日（火）～１月１８日（水）  

※船橋競馬対象期間：１２月１日（木）カムイユカラスプリント 

内 容 

【特典】 

購入レース数により、以下のポイントをプレゼントします。 

２レース購入：２レースの合計購入金額に対して５倍のポイント 

３レース購入：３レースの合計購入金額に対して７倍のポイント 

４レース購入：４レースの合計購入金額に対して１０倍のポイント 

 

〇楽天競馬 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 詳しくはこちら 

対象レース 
１１月３０日（水）クイーン賞  

※他、サンタアニタトロフィー、ローレル賞、ロジータ記念、ハイセイコー記念、浦和記念、兵庫ジュニアグランプリなど 

内 容 

エントリー & 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円以上購入した方の中から、 

チャンス１：合計購入金額の上位１００名様に現金１万円プレゼント 

チャンス２：抽選で１００名様に現金１万円プレゼント 

 

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001050
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001042
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001033
https://keiba.rakuten.co.jp/event/rkb_special2211?l-id=graderace_banner_queensho2022
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〇楽天競馬 ダートグレード 詳しくはこちら 

対象レース １１月３０日（水）クイーン賞  

内 容 ダートグレード競走は全て１０％ポイント還元。 

 

〇楽天競馬 ポイント大盛りプログラム１１月 詳しくはこちら 

エントリー期間 １１月１日（火）～１１月３０日（水）２３：５９  

内 容 
ご利用状況により大盛りランクが決定。 

ランクに応じた特典が受けられます。 

 

〇楽天競馬 日替りポイント還元キャンペーン 詳しくはこちら 

内 容 
日替わりでポイント還元が変わるキャンペーンを実施！ 

※日替わり対象場は前日夜に発表されます。 

 

■スペシャルサイト「ＦＯＲＣＥ ＦＵＮＡＢＡＳＨＩ ｏｎｌｉｎｅ」  詳しくはこちら 
本年のブランドＣＭコンセプト「強い競馬でみんなの心を打ちたい。」を体感できる特設サイトを公開！９０秒のコンセプトムービー

や各レースＣＭなど「強い船橋」を支える船橋競馬の裏側に迫るコンテンツを順次公開。船橋がとことん好きになるイベント情報

やお得なキャンペーン情報もこちらのサイトで発信していきますので、お楽しみに！ 

 

■「船橋競馬コラム F の系譜 vol.２」  詳しくはこちら 
歴史を積み重ねていく中で作り上げた“FORCE FUNABASHIー強い船橋”を、様々な角度からファクトとともに紐解いていく連載

コラム。名馬、人（厩舎関係者・騎手)、場（旧～新スタンド、内馬場の変遷）、レースといったさまざまなテーマを船橋競馬ゆかり

の執筆者で連載します。vol.２では「チーム・キャッスル」と題し、原山実子さんが、昨年のジャパンダートダービー（JpnⅠ）を勝っ

たキャッスルトップの関係者の言葉から「船橋の強さ」の理由を探っていきます。 

 

 

https://keiba.rakuten.co.jp/event/graderacelist
https://keiba.rakuten.co.jp/event/pop
https://keiba.rakuten.co.jp/point/
https://www.f-keiba-brandportal.com/
https://www.f-keiba-brandportal.com/contents/special/f-genealogy_vol2.html
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■「夜競倶楽部オンライン」  詳しくはこちら 

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。 

 

 

■船橋ケイバ×ｎｅｔｋｅｉｂａ．ｃｏｍ「船橋競馬完全攻略」  詳しくはこちら 

専門紙・４紙が各開催で無料リレー予想！専門紙含む予想家４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！ 

 

■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  詳しくはこちら 

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  詳しくはこちら 

競馬専門誌「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/ 

 

■ＦＯＲＣＥ ＦＵＮＡＢＡＳＨＩ ｏｎｌｉｎｅ 

https://www.f-keiba-brandportal.com/ 

 

■船橋ケイバ公式 ＳＮＳ 

（Ｔｗｉｔｔｅｒ） https://twitter.com/funabashi_keiba 

（ＬＩＮＥ）https://liff.line.me/１６４５２７８９２１-kWRPP３２q/?accountId=６９１zheic 

 

■船橋競馬公式ＹｏｕＴｕｂｅ  詳しくはこちら 

 

■公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ハートビートＶＲチャンネル」  詳しくはこちら 

 

■南関東４競馬場  

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

 

 

https://www.f-keiba-brandportal.com/yakei/
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
https://www.daily.co.jp/horse/local/
https://www.sanspo.com/race/nar/funabashi_grade2022/
https://www.f-keiba.com/
https://www.f-keiba.com/sp/
https://www.f-keiba-brandportal.com/
https://twitter.com/funabashi_keiba
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=691zheic
https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ
https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://www.nankankeiba.com/
https://www.nankankeiba.com/sp/
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■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、場内のハートビートセンターにてポイント

グッズ交換を実施いたします。 


