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令和元年 9月 23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 7回開催を 9月 28日（月）～10月 2日（金）に

開催いたします。今開催は、重賞レース「第 67回 日本テレビ盃（JpnⅡ）」〔9月 30日（水）第 11R（20：05発

走予定）〕を開催いたします。 

 

8 月 31 日（月）～9 月 4 日（金）の第 6 回開催は、新型コロナウイルス感染事例及びこれに伴う濃厚接触者

が確認されたため、開催を取り止めることとなり、皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました。今開催は、感染

拡大防止並びに安全な競馬の実施に向け、徹底した対策を講じて、競馬開催を再開いたします。また、今開催

も無観客競馬による開催といたします。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 9 月 30 日（水）の重賞レース「日本テレビ盃」では、当日 17 時 45 分からは船橋競馬では初開催となる「楽

天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決」を楽天競馬公式 YouTubeチャンネルとニコニコ生放送で生配信いたします。 

19 時からはラジオ NIKKEIによる実況生中継特番が全国で放送されます。 

 

9 月 23日（水）からは、netkeiba.com とのコラボによるプレゼントキャンペーンを開催いたします。昨年の

優勝馬にして 2019 最優秀ダートホース「クリソベリル」や、「森泰斗騎手」のクオカード、高級家電や千葉県

名産品の詰め合わせなどの豪華賞品を、過去最大の合計 1,000 名様にプレゼントいたします！さらに 9月 20日

（日）放送のニコニコ生放送「日本テレビ盃 必勝祈願バスツアー」をタイムシフト公開するほか、9月 27日（日）

には、船橋競馬・初となる全国ネットでの CM放送なども行います。詳しくは、次項以降をご覧ください。 

 

【第 67 回 日本テレビ盃（JpnⅡ）】 

日 時 9 月 30日（水）、第 11R（20：05発走予定）  

距 離 ダート左回り 1800m 

条 件 等 サラブレッド系 3歳以上、1着賞金額 3,200万円 

 

■「日本テレビ盃」とは 日本テレビ放送網（NTV）が 1953年に日本の民間放送局として最初の競馬中継を船

橋競馬場から行ったことを記念して、翌 1954年からアルファベットの略称である NTV盃として創設されました。

1999年には現在の日本テレビ盃に名称が変更され、2002 年以降は JBCクラシックのステップレース（Road to 

JBC）として位置づけられ統一 GⅡ競走に格上げされました。優勝馬には JBCクラシックへの優先出走権が与え

られます。昨年のレースは、断然の 1番人気で JRA賞 2019 最優秀ダートホースにも選出されたクリソべリル（川

田将雅騎手騎乗）が勝利しました。 

船橋競馬 第 7回開催〔9月 28日（月）～10月 2日（金）〕 
「第 67回 日本テレビ盃（JpnⅡ）」〔9月 30日（水）〕 

「楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決」を船橋で初開催のほか、 

昨年度優勝馬「クリソベリル」デザインのクオカードなど豪華賞品が過去最大

「1,000名様」に当たる netkeiba.com コラボキャンペーンも開催！ 
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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

※9 月 29日（火）～10月 1日（木）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 
9月 28日（月）、29日（火）、10月 1日（木）、2日（金）14：30～21：30 

9月 30日（水）14：15～21：30 ※無料放送（受信機器が必要です） 

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 9月 28日（月）～10月 2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。

○「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 9月 29日（火）17：30～19：30、30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。

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
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●ラジオ番組（レース中継） 

○「ラジオ NIKKEI 日本テレビ盃 実況中継」 

放 送 日 時 9月 30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 

進行・実況 小塚歩さん、米田元気さん（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

レ ポ ー ト 中野雷太さん、大関隼さん（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

解 説 須田鷹雄さん（競馬評論家）、佐瀬幸司さん（日刊競馬） 

放 送 内 容 

船橋ケイバで最も古い歴史を誇るダートグレード競走、JBCクラシックのステップ戦（Road to 

JBC）「第 67 回 日本テレビ盃（JpnⅡ）」を全国へ実況生中継でお届けいたします。生中継な

らではの臨場感あふれる内容で、秋競馬、注目のレースをお送りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

中野雷太さん  小塚歩さん  大関隼さん   米田元気さん 

 

 

●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 

 

 

≪船橋競馬では初となる全国ネットで新 CM「HeartBeat」篇が“1 回限定”オンエア≫ 

今年度の CM用に撮影した素材を再編集し、どのような状況でも「走り続ける」船橋競馬、関係者一同の想いを

表現した新 CM「HeartBeat」篇を、 船橋競馬・初となる全国ネットで 1回限定で放送いたします。 

さらに、「日本テレビ盃」の CMを初めて「日本テレビ」（関東ローカル）で放送します。 

 

■CM スケジュール 

テレビ 

(地上デジタル・BS 放送) 

フジテレビ 

（全国 26局ネット） 

9月 27日（日）23：15～24：30 S-PARK 

「HeartBeat」篇 （1回限定オンエア） 

日本テレビ 

（関東ローカル） 

9月 23日（水）夜～30日（水）夜 

「日本テレビ盃」篇 

BS11 
9月 26日（土）～27日（日） 

「日本テレビ盃」篇 

ラジオ ラジオ NIKKEI 

9月 24日（木）～27日（日） 

ラジオ NIKKEI大関隼アナウンサーによる 

「日本テレビ盃」篇 

 

（ラジオ NIKKEIアナウンサー） 

https://www.nankankeiba.com/liveon/2020030321140200.do
http://www.keiba.go.jp/live/
http://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
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≪With コロナ装飾（新型コロナウイルス感染防止対策啓蒙装飾）≫ 

新型コロナウイルス感染防止対策の一環として「ソーシャルディスタンスを取って、感染対策に努めながら、

船橋競馬のレースで熱くなってほしい」という想いを込めた装飾・看板を、船橋競馬場の外周およびパドック

ビジョン下に掲出いたしました。 

さらに「新しい生活様式」において必須のアイテムとなったマスクにおいても、船橋競馬を楽しんでいただき

たいとの想いから、船橋競馬のオリジナルマスク 4 タイプを制作しました。今開催の「楽天競馬 LIVE」や

「netkeiba.com」コラボキャンペーンの賞品としてファンの皆様にお披露目いたします。 

 

競馬場内においても関係者のマスク着用の徹底や、ソーシャルディスタンスの確保を行い、感染拡大防止並び

に安全な競馬の実施に努めてまいります。ファンの皆様にも 3 密や飛沫防止にご注意いただきながら、船橋競

馬を熱く楽しんでいただきたいと考えております。 

 

パドックビジョン装飾 

  

外周大型看板                         入場門前の装飾 

   

勝負服                   キャロッタ＆キャロッペ 

～船橋所属騎手全員の勝負服イラストをプリント～ 

    

馬券                       ゼッケン 

～船橋競馬 ニューノーマル記念～             ～2784（フナバシ）から～ 

2番「ソーシャルディスタンス号」 

三密回避騎手 200㎝ 

※画像はイメージです。 
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≪楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決≫ 

 

https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20200930/ 

配 信 日 時 9月 30日（水）17：45～21：00 

チャンネル 

楽天競馬公式 YouTube チャンネル 

https://www.youtube.com/watch?v=U4_q98xWioo&feature=youtu.be 

ニコニコ生放送 

https://live2.nicovideo.jp/watch/lv328004731 

出 演 者 
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」） 

ゲ ス ト インスタントジョンソン・じゃいさん、藤江れいなさん ほか 

放 送 内 容 

帝王賞・ジャパンダートダービーなどでも開催された「楽天競馬 LIVE：チーム対抗馬券対決」

が遂に船橋競馬で初開催！日本テレビ盃を予想して【楽天競馬チーム】津田麻莉奈さん&守永

真彩さん、【船橋競馬ゲストチーム】インスタントジョンソンじゃいさん&藤江れいなさんに

よる馬券対決をお届けします。 

さらに、「助っ人ゲスト」の登場や、船橋競馬場の「スタンド解体工事ムービー」の放映も！ 

数々のギャンブル伝説を作ってきたじゃいさん、ラジオ NIKKEI第 1「私を競馬につれてって」

でおなじみの藤江さんによる競馬トークも必見です！  

 

さらに、勝利チームを予想し、エントリー＆的中＆対象馬券を合計 5,000 円以上購入した方

のうち、抽選で合計 25名様に、千葉県の名産品〔銚子の大地で育った「日の出ポーク」のこ

だわりセット〕や、日本テレビ盃オリジナルジップジャケット、船橋競馬オリジナルマスク

をプレゼントいたします。 

 

エントリー期間：9月 30日（水）19：00 まで 

※エントリー方法・賞品等の詳細は楽天競馬 LIVEの特設 WEBサイトをご覧ください。

https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20200930/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古谷剛彦さん 
（楽天競馬スペシャルアドバイザー） 

インスタントジョンソン 
じゃいさん 

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」） 

藤江れいなさん 

https://www.youtube.com/watch?v=U4_q98xWioo&feature=youtu.be
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv328004731
https://keiba.rakuten.co.jp/special_event/rakutenlive/20200930/
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≪ニコニコ生放送「日本テレビ盃 必勝祈願バスツアー」11 月 20 日（金）まで公開中！≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://live.nicovideo.jp/watch/lv327844470 

9 月 20日（日）にニコニコ生放送で放送された「日本テレビ盃 必勝祈願バスツアー」を 11月 20日（金）まで、

タイムシフト公開いたします。千葉県船橋市出身のペナルティ・ヒデさん、千葉県鎌ケ谷市出身の藤江れいな

さんが、成田山新勝寺へ日本テレビ盃の必勝祈願に訪れたほか、成田山表参道を散策、老舗うなぎ専門店「川

豊（かわとよ）」の絶品うなぎを堪能、半弓道場では、弓道にもチャレンジしました。また、今年にオープンし

た JAL Agriportの農家レストラン「DINING PORT 御料鶴」など千葉県の魅力ある名所・名産品を紹介しました。

それ以外にも、エフケイバ成田での桜花のキセキのメンバーとの予想トーク、「キャロッタ」、千葉県マスコッ

トキャラクター「チーバくん」、成田市観光キャラクター「うなりくん」も登場！最終目的地、大規模改修工事

中の船橋競馬場では、「THE NUGGETS」が圧巻のライブパフォーマンス！感動のフィナーレを迎えました！ハプ

ニングあり、笑いありの珍道中をあらためて、お楽しみ下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※提供：niconico 

https://live.nicovideo.jp/watch/lv327844470
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≪船橋ケイバ × netkeiba.com コラボキャンペーン≫ 

○2020 年秋シーズン開幕「俺プロ 凱旋門賞× スプリンターズステークス × 日本テレビ盃」キャンペーン 

 

https://orepro.netkeiba.com/bet/event_race_202006040911.html?race_id=202006040911&rf= 

応 募 期 間 

9月 23日（水）12：00～10月 4日（日）23：03 

・日本テレビ盃：9月 27日（日）夕方頃～ 9 月 30日（水）20：03 

・スプリンターズステークス：9月 23日（水）12：00～10月 4日（日）15：38 

・凱旋門賞：9 月 23 日（水）夕方頃～10 月 4日（日）23：03 

参 加 資 格 netkeibaへの無料会員登録が必要になります。 

内 容 

「かしわ記念」「京成盃グランドマイラーズ」で大好評だった「船橋ケイバ×netkeiba.com」

コラボキャンペーン（俺プロ）が 2020 年秋の競馬シーズン開幕で更にパワーアップ！上記サ

イト内で各レースの 1着馬を予想し、的中数に応じて、抽選で合計 1,000名様に、昨年の優勝

馬、2019最優秀ダートホース「クリソベリル」デザインの日本テレビ盃オリジナルクオカード

（1 万円）＆ポスターセットや、船橋競馬ダートグレード競走のオリジナルグッズなど豪華賞

品をプレゼントいたします。 

 

■ トリプル的中賞 3レース全て的中した方 ※賞品は選択できません 

・海外ブランド高級コードレスクリーナー、有名ブランドワイヤレスイヤホン、 

人気スロージューサー 各 1本 

・船橋競馬ダートグレード競走 4レースセット 45本 

(2020年のかしわ記念・日本テレビ盃・ 

ダイオライト記念・マリーンカップのオリジナルグッズ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orepro.netkeiba.com/bet/event_race_202006040911.html?race_id=202006040911&rf=
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■ ダブル的中賞 「日本テレビ盃」含む、2レース的中した方 ※賞品は選択できません 

・「クリソベリル」デザイン 日本テレビ盃オリジナルクオカード 

（1万円分）＆ポスターセット 17本 

・日本テレビ盃オリジナルジップジャケット＆森泰斗騎手  

NARグランプリ 2019受賞記念クオカード（500円）セット 200本 

・日本テレビ盃オリジナルジップジャケット＆ 

船橋競馬オリジナルマスクセット 305本（4タイプのうちどれか 1 つ） 

・日本テレビ盃オリジナルジップジャケット＆かしわ記念 Tシャツセット 100本 

・千葉県名産品詰め合わせ 30本 

「鍋店：仁勇 生貯蔵酒 アマビエラベル」「広川：さや煎落花生 Qなっつ」 

「御菓子処 扇屋：千葉万葉菓（梨の里、チーバくんサブレセット）」 

 

■ シングル的中賞 3レースのうち、いずれか 1レースのみ的中した方 

・船橋競馬オリジナルマスク 300本（4タイプのうちどれか 1つ） 

 

※キャンペーンの当選者へは10月2週目中に netkeiba登録のメールアドレスと俺プロサイト

内にご連絡いたします。通知される案内に沿ってご住所を入力ください。賞品の発送は 2020

年 10 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。 

 
 
≪船橋ケイバ × netkeiba.com「船橋競馬完全攻略」≫ 
 
 
 
 

 
 
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top 

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・SNS≫ 

○船橋ケイバ   （PC） http://www.f-keiba.com/ 

（スマートフォン） http://www.f-keiba.com/sp/  

○船橋ケイバ公式 SNS  （Twitter） https://twitter.com/funabashi_keiba  

(Facebook） https://www.facebook.com/funabashikeiba/ 

○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/  

 
 
 
 
 
 

https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
http://www.f-keiba.com/
http://www.nankankeiba.com/
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■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）〕までのレシートは令和 2年 12月 31日（木）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。 


