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令和 2年 7月 13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 4回開催を 7月 18日（土）～22日（水）に開

催いたします。今開催は、重賞レース「第 10回 習志野きらっとスプリント（SⅠ）」〔7月 22日（水）〕を開催

いたします。 

7 月 3日（金）にお知らせした通り、今開催は当初、7月 19日（日）から 4日間開催を予定していました

が、前開催 5日目〔6 月 19日（金）〕における放送設備の不具合に起因する 5競走の取り止めにより、出走で

きなかった新馬等の出走機会を確保する必要があるため、開催日を 1日追加して、7月 18日（土）から 5日間

開催といたします。また前開催に引き続き、今開催も無観客競馬での開催となります。皆様のご理解とご協力

をよろしくお願い申し上げます。 

7 月 22日（水）の重賞レース「習志野きらっとスプリント」は、今年から南関東競馬レースグレード「S

Ⅰ」に格上げとなります。地元“習志野市”の冠重賞の開催を記念して〔スーパースプリントシリーズ ファ

イナル 「習志野きらっとスプリント」の 3つの秘密を攻略せよ！ Special Secret キャンペーン〕を実施いた

します。習志野市のご当地クイズや、習志野市の「ナラシド♪」「きらっと君」と船橋ケイバの「キャロッ

タ」によるパドック徒競走「第 1回 習志野キャラっとスプリント」の 1着キャラを予想し、正解すると、習

志野市の名産品「習志野ソーセージ」「茶茶 谷津干潟石焼のり」「小林刷毛製造所 洋服ブラシ」や、左海誠二

騎手のサイン入りクオカードやポスターなどが合計 100名様に当たります！さらに、古谷剛彦さん（楽天競馬

スペシャルアドバイザー）、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」）などによる楽天競馬コラボ企画「習志野きらっとスプリント直前予想討論会」を動画配信いたしま

す。また、船橋競馬の人気イベント「ハートビート VR」を自宅で楽しめる新しい公式 YouTubeチャンネル「ハ

ートビート VRチャンネル」を開設いたしました。詳しくは、次頁以降をご覧ください。

【第 10 回 習志野きらっとスプリント（SⅠ）】 

日 時 7 月 22日（水）第 11R（20：10発走予定） 

距 離 ダート左回り 1,000m 

条 件 等 サラブレッド系 3歳以上オープン、地方競馬全国交流競走 、1着賞金額 3,100万円

■「習志野きらっとスプリント」とは

2011 年創設。地方競馬で、超短距離の 1,000 メートル以下の重賞競走を集中的に開催するシリーズ「地方競馬

スーパースプリントシリーズ（SSS）」のファイナルとして開催、ワンターンのコースレイアウトでの超短距離競

走馬の実力日本一をかけて争います。レース創設当初の格付けは南関東（SⅢ）。2018 年には南関東（SⅡ）に、

今年から南関東（SI）に格上げされました。本競走の 1着馬（南関東所属馬に限る）には、アフター5スター賞

（SⅢ）と東京盃（JpnⅡ）の優先出走権が、さらに 1着または 2着馬（南関東所属最先着馬）には、テレ玉杯オ

ーバルスプリント（JpnⅢ）の優先出走権が付与されます。

船橋競馬 第 4 回開催〔7 月 18 日（土）～22 日（水）〕 
「第 10 回 習志野きらっとスプリント（SⅠ）」〔7 月 22 日（水）〕 

きらっと輝く、千葉県“習志野市”とレースの秘密に迫る 
「Special Secret キャンペーン」を開催！ 

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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≪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。 

 

○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。 

 

○JRA ネット投票 http://www.keiba.go.jp/ipat/index.html  

※7 月 21日（火）・22日（水）の全レースを即 PATで発売いたします。 

JRA 指定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「即 PAT」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 
7月 18日（土）16：30～21：30 7月 19日（日）～21日（火）14：30～21：30 

7月 22日（水）14：20～21：30 

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 7月 18日（土）～22日（水）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。 

 

○「グリーンチャンネル地方競馬中継」 

https://www.greenchannel.jp/program/racing-chihoukeiba-chukei.html 

放 送 日 時 7月 22日（水）19：30～21：00 

チャンネル BS234ch 

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。 

 

●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://keiba.rakuten.co.jp/
http://www.keiba.go.jp/ipat/index.html
https://www.nankan-tv.com/
http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
https://www.greenchannel.jp/program/racing-chihoukeiba-chukei.html
https://www.nankankeiba.com/liveon/2020030321140200.do
http://www.keiba.go.jp/live/
http://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
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スーパースプリントシリーズファイナル 

「習志野きらっとスプリント」の 3つの秘密を攻略せよ！Special Secret キャンペーン 

https://www.f-keiba-cp.com/narashino-kiratto2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレゼント応募締切 7月 22 日（水）20：00まで 

内 容 

きらっと輝く、千葉県“習志野市”と、重賞レース「習志野きらっとスプリント」の秘密に迫

る 3つの企画を開催！上記サイト内で、第 1・第 2の秘密を攻略すると抽選で合計 100名様に

豪華賞品をプレゼントいたします。 

 

第 1の秘密 

～習志野コレクションとは！？～ 魅力発見！習志野市ご当地クイズ 

習志野市の魅力を紹介、習志野市ご当地クイズ 3問を回答していただきます。 

 

第 2の秘密 

～裏のスーパースプリントシリーズ～第 1 回 習志野キャラっとスプリント 

習志野市の「ナラシド♪」「きらっと君」と船橋ケイバの「キャロッタ」の“パドック徒競走対

決”の 1着キャラを予想していただきます。 

※実況・解説：星野菜々さん・望桃美さん（桜花のキセキ） 

※パドック映像公開：7月 14日（火）16：00～7月 22日（水）20：59 

※レース映像公開：7月 22日（水）21：00～（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

習志野市ご当地クイズ（3 問）とキャラクター徒競走対決（1 着予想）を全問正解すると「コ

ンプリート賞」、どちらか一方を正解した方は「的中賞」の賞品が当たります。 

 

 

 

 

 

星野菜々さん・望桃美さん 
（桜花のキセキ） 
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小山内完友さん 
（日刊競馬） 

■ コンプリート賞 計 30本 ※賞品は選択できません 

・習志野グッズ詰合せセット（茶茶 谷津干潟石焼のり、小林刷毛製造所 洋服ブラシ、習志野

きらっと 2020オリジナルポロシャツ） 9 本 

・習志野ソーセージ スペシャルセット 10本 

・左海誠二騎手直筆サイン入り  

習志野きらっとスプリント オリジナルクオカード（5,000円） 5本 

習志野きらっとスプリント ポスター 5本 

・高性能扇風機 1本 

 

■ 的中賞 計 70本 ※賞品は選択できません 

・習志野ソーセージ 3本 

・茶茶 谷津干潟石焼のり 2本 

・小林刷毛製造所 洋服ブラシ 2本 

・習志野きらっと 2020オリジナルポロシャツ 3本 

・習志野きらっとスプリント オリジナルクオカード（5,000円） 10本 

・習志野きらっとスプリント ポスター 50本 

※オリジナルクオカード・ポスターはジョッキーのサインは入りません 

 

※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月下旬頃を予定し

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。 

 

第 3の秘密 

船橋競馬 1,000m レース攻略のポイントは！？ 

10 年で SⅠ昇格！習志野きらっとスプリント直前予想！ 

楽天競馬コラボ企画として、古谷剛彦さん（楽天競馬スペシャルアドバイザー）、津田麻莉奈

さん・守永真彩さん（ポッイントもらっちゃおう娘「ポッ娘」）、小山内完友さん（日刊競馬）

による直前予想討論会を上記サイトと楽天競馬の公式 YouTube動画配信いたします。 

※7月 20日（月）夕方公開（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守永真彩さん・津田麻莉奈さん 
（楽天競馬“ポッ”イントもらっちゃおう娘「ポッ娘」） 

古谷剛彦さん 
（楽天競馬スペシャルアドバイザー） 
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≪公式 YouTube チャンネル「ハートビート VR チャンネル」≫ 

https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw 

船橋競馬場内イベントでお馴染みの「ハートビート VR」がご自宅で視聴いただけるようにな

りました！千葉県調教師会の協力による、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」で体験できます。先行公開さ

れている「本橋孝太騎手」騎乗バージョンに加え、誘導馬「チャラオ」バージョンが新登場！

無観客開催が続く船橋競馬場から元気な姿と場内の様子をお届けします。 

※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。 

≪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 5月からスタートしました！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 3,100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 5回開催〔8月

3 日（月）～6日（木）〕まで使用可能といたします。

https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
http://www.f-keiba.com/
http://www.nankankeiba.com/
https://twitter.com/funabashi_keiba
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○「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。 


