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令和 2年 6月 10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 2年度第 3回開催を 6月 15日（月）～19日（金）に開

催いたします。今開催は、重賞レース「第 23回 京成盃グランドマイラーズ（SⅢ）」〔6月 17日（水）〕を開催

いたします。 

 

6 月 4日（木）にお知らせした通り、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び終息に向けて、前開催に引き

続き、今開催も、引き続き徹底した感染症対策を講じた上で、無観客競馬による開催といたします。また、船

橋競馬場施設改修工事に伴い、パドックや馬場のカメラアングルが変更されるため、今開催からレース映像が

変わります。お客様には、ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、全国の場外発売所においても発売を中止いたします。電話・インターネット投票をご利用いただきます

ようお願いいたします。 

 

6 月 17日（水）の重賞レース「京成盃グランドマイラーズ」開催を記念して、インターネット投票サービス

「SPAT4」では、京成電鉄様ご提供の「京成電鉄オリジナルグッズ詰め合わせ」などが合計 200名様に当た

る、スペシャルキャンペーンを実施いたします。さらに地方重賞初となる netkeiba.comでのオンライン予想

大会を、京成盃グランドマイラーズを含む 3レースで開催いたします。船橋競馬所属騎手（森泰斗騎手・本田

正重騎手）のサイン入りクオカードやポスター、千葉県名産品、京成電鉄「船橋競馬場駅」キーホルダーなど

が合計 500名様に当たります！また、競馬キャスター・実況でおなじみの矢野吉彦さん、ホリプロマネージャ

ーながら鉄道 BIG4としても活躍する南田裕介さん、桜花のキセキの一瀬恵菜さんによる対談企画「競馬＋鉄

道で船橋を楽しもう！京成盃グランドマイラーズ特別対談コラム」を無料配信いたします。詳しくは、次項以

降をご覧ください。 

 

【第 23 回 京成盃グランドマイラーズ（SⅢ）】 

日 時 6 月 17日（水）第 11R（20：10発走予定） 

距 離 ダート左回り 1,600m 

条 件 等 サラブレッド系 3歳以上オープン・南関東所属、1着賞金額 1,200万円 

 

■「京成盃グランドマイラーズ」とは 

1997年に船橋競馬場ダート 1600 メートルの南関東重賞 (G3) 競走として第 1回が施行されました。以降、レー

スの施行時期は年によって変動しているため、それに伴いレースの位置付けも様変わりしています。6月以外の

最後の実施となった平成 21 年 10 月開催の優勝馬は、現在南関東 3 歳クラシック路線で活躍しているブラヴー

ルの父セレン。セレンはその後、勝島王冠も勝利し、東京大賞典に向かいました。23 回目を迎える今年、この

競走の優勝馬には、大井競馬場で行われるマイルグランプリ（SⅡ）、浦和競馬場で行われるプラチナカップ（S

Ⅲ）への優先出走権が与えられます。 

船橋競馬 第 3 回開催〔6 月 15 日（月）～19 日（金）〕 
「第 23 回 京成盃グランドマイラーズ（SⅢ）」〔6 月 17 日（水）〕 

京成電鉄公式グッズが当たるインターネット投票キャンペーンや 
netkeiba.com コラボ・地方重賞初の「オンライン予想大会」も開催！ 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため無観客競馬での開催 
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※画像はイメージです 

≪電話・インターネット投票≫ 

○SPAT4  https://spat4special.jp/  

※5 日間・全レース発売いたします。 

SPAT4対応の銀行に口座をお持ちのお客様は、その日の内に勝馬投票券を購入できる 

地方競馬インターネット投票サービス「SPAT4」のご利用が可能です。 

☆SPAT4 プレミアムポイントで特別キャンペーン実施！ 

https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000626 

京成盃グランドマイラーズ〔6月 17日（水）〕を 1,000円以上購入された方の中から抽選で

総計 100名様に SPAT4プレミアムポイントが当たるキャンペーンを実施！さらに、Wチャン

スキャンペーンとして、外れた方から抽選で 100名様に「京成電鉄オリジナルグッズ詰め

合わせ(クリアファイル、トートバッグ、フリクションボールペン、レジャーシート、路線

図タオル)」をプレゼントします。※キャンペーン詳細は HPでご確認ください 

 

○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/  

※5 日間・全レース発売いたします。 

楽天の会員に登録して頂き、楽天銀行の口座を開設のお客様は、その日の内に勝馬投票券を購入できる地方競

馬インターネット投票サービス「楽天競馬」のご利用が可能です。 

 

≪ライブ中継≫ 

●テレビ番組（レース中継） 

○「スカパー！ 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/ 

放 送 日 時 6月 15日（月）～19日（金）14：30～21：00 ※17日（水）のみ 14：20～21：00 

チャンネル 678ch 

視 聴 方 法 
契約が必要になります。（有料放送）その他、受信機器などが必要になる場合があります。 

※詳しくは上記 URLをご覧ください。 

 

○「千葉テレビ（サービス 2）」  http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180 

放 送 日 時 6月 15日（月）～19日（金）19：00～21：00 

チャンネル 3ch ※地域により異なる場合があります 

視 聴 方 法 

千葉テレビ（3ch）を視聴中、チャンネルボタンの＋または↑を選択、または番組表（EPG）を

表示中に「チバテレ 2」の「船橋競馬中継」欄を選択。 

※詳しくはテレビのマニュアル等でご確認ください。 

 

●インターネット 

○nankankeiba.com ライブ中継（南関東 4競馬場公式） 

  https://www.nankankeiba.com/liveon/2020030321140200.do 

 

○地方競馬ライブ（地方競馬全場のレースが視聴可能） 

  http://www.keiba.go.jp/live/ 

 

○ニコニコ競馬チャンネル 

http://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba 

 

 

 

 

https://spat4special.jp/
https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP000626
https://keiba.rakuten.co.jp/
https://www.nankan-tv.com/
http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
https://www.nankankeiba.com/liveon/2020030321140200.do
http://www.keiba.go.jp/live/
http://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
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矢野吉彦さん 南田裕介さん 一瀬恵菜さん 

（桜花のキセキ） 

≪船橋ケイバ × netkeiba.com 「京成盃グランドマイラーズ オンライン予想大会」≫ 

○「オンライン予想大会」https://orepro.netkeiba.com/bet/event_race_202043061711.html 

応 募 期 間 

第 11レース（京成盃グランドマイラーズ）予想： 

6月 14日（日）夕方ごろ～6月 17日（水）20：08まで 

第 10・12 レース予想：6月 15日（月）夕方ごろ～6月 17日（水）19：30まで 

参 加 資 格 
第 11 レース（京成盃グランドマイラーズ）のみ netkeiba への無料会員登録が必要になりま

す。 

内 容 

上記サイト内で、6月 17日（水）第 10・11・12レースの 1着馬を

予想していただき、各レース的中した方から、それぞれ抽選で合計

150名様に豪華賞品をプレゼント、さらに Wチャンスとして、予想

が外れた方から、抽選で合計 350名様に京成盃グランドマイラーズ 

クオカードをプレゼントいたします。 

 

■ ◎的中賞 ※賞品は選択できません 

【船橋ジョッキー賞】 

森泰斗騎手直筆サイン入り NARグランプリ 2019受賞記念 クオカード（500円分） 5本 

本田正重騎手直筆サイン入り 

京成盃グランドマイラーズ クオカード（500 円分） 5本 

京成盃グランドマイラーズ ポスター 5本 

【おうち競馬賞】 

「船橋名産品」御菓子司 扇屋 涼味よせ 3 種 詰め合わせセット 10本 

「千葉県 道の駅」道の駅いちかわ詰め合わせセット（行徳産海苔・落花生バウムクーヘンな 

ど、3,000円相当） 15本 

クオカード（10,000 円分）・最新家電等 計 20本 

【京成電鉄賞】 

京成電鉄・本線 船橋競馬場駅 駅名キーホルダー 90本 

 

■ Wチャンス賞 

京成盃グランドマイラーズ クオカード（500 円分） 350本 

※ジョッキーのサインは入りません 

 

※各レースによって当選本数は異なります。 

※第 11 レース（京成盃グランドマイラーズ）の当選者へは netkeiba 登録のメールアドレス

と俺プロサイト内にて、ご連絡いたします。第 10・12 レースの当選者は発送をもってかえさ

せていただきます。賞品の発送は 2020年 7月上旬頃を予定しておりますが、諸事情により遅

れる場合があります。詳しくは上記サイトをご覧ください。 

 

特別企画「競馬＋鉄道で船橋を楽しもう！京成盃グランドマイラーズ特別対談コラム」配信 

競馬キャスター・実況でおなじみの矢野吉彦さん、ホリプロマネージャーながら鉄道 BIG4 と

しても活躍する南田裕介さん、桜花のキセキの一瀬恵菜さんによる特別対談企画を実施、「京

成盃グランドマイラーズ」の予想の他、鉄道マニアも必見 

の「競馬＋鉄道」話などの対談コラムを配信いたします。 

※6月 12日（金）夕方の配信を予定しています。 

 

 

 

https://orepro.netkeiba.com/bet/event_race_202043061711.html
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≪船橋ケイバ × netkeiba.com「船橋競馬完全攻略」≫ 
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top 

netkeiba.comとの特集サイトが大型リニューアル！新たに「船橋競馬

完全攻略」としてスタートしました！予想家 3名に加え、スポーツ紙

3 社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。船橋

ケイバ関連のニュースもまとめてチェックできます！

≪ホームページ≫ 

○船橋ケイバ （PC） http://www.f-keiba.com/ 

（スマートフォン）http://www.f-keiba.com/sp/

○南関東 4競馬場 （PC） http://www.nankankeiba.com

（携帯） http://www.nankankeiba.com/mobile/ 

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

≪船橋ケイバ公式 Twitter≫  https://twitter.com/funabashi_keiba 

船橋ケイバの公式 Twitter が 4 月からスタート！フォロワー数は、既に 2,700

名を突破し、ファンの皆様から、ご好評をいただいております。 

レース・イベントの情報や船橋所属馬・騎手の最新情報を中心に発信しており

ますので、ぜひフォローをお願いします。 

船橋ケイバ公式 Facebook とともによろしくお願いいたします。 

■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」について

会員限定の抽選会やポイントに応じてレアグッズと交換可能など様々な特典がある「夜競（やけい）

倶楽部」は令和 2年度も継続が決定！会員の方は現在保有されているカード・ポイントも継続利用で

きます。※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〔3月 10 日（火）～14日（土）〕までのレシートは船橋競馬令和 2年度第 4回開催〔7月

19日（日）～22日（水）〕まで使用可能といたします。

○「特別観覧席の招待（引換）券」について

5 階特別観覧席は、スタンド改修工事に伴い、閉鎖となり、3階一部エリアに新たに有料指定席を設置致しま

す。無観客開催開始（2月 27日（木））以降が期限の特別観覧席ご招待券は、船橋競馬場の無観客開催が解除

された後も、3階有料指定席にて使用可能と致します。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://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
http://www.f-keiba.com/
http://www.nankankeiba.com/
https://twitter.com/funabashi_keiba

