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令和 2 年 10 月 21 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 8 回開催を 10 月 26 日（月）～30 日（金）に開

催いたします。今開催は、重賞レース「第 66 回 平和賞（SⅢ）」〔10 月 28 日（水）〕、準重賞「クイーンズオー

ディション」〔10 月 27 日（火）〕を開催いたします。 

 

今開催は、事前応募して当選されたお客様、各日とも最大 100 名様限定で入場を再開いたします。お席はこ

ちらで指定した席とさせていただくなど、徹底した新型コロナウイルスの感染予防及び感染拡大防止策を講じ

て、有観客での競馬開催を再開いたします。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 10 月 21 日（水）からは、例年、秋に開催していた「ふれあい広場」と「千葉県畜産フェア」を千葉県畜産協

会とのコラボ企画「毎日おいしい千葉県の畜産 プレゼントキャンペーン」として開催いたします。オンライン

でアンケートに回答し、ご応募いただいた方の中から抽選で 150 名様に千葉県産のブランド牛・豚・卵などの

畜産品を賞品としてプレゼント。さらに 10 月 26 日（月）からは、SPAT4 で船橋競馬の勝馬投票券を購入し、応

募条件をクリアいただいた方の中から抽選で 25 名様に「船橋ジョッキー本人の直筆サイン入り勝負服」をプレ

ゼントいたします。 

また、10 月 26 日（月）から、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」）による楽天競馬コラボ企画「平和賞（SⅢ）直

前予想討論会」を楽天競馬公式 YouTube チャンネルにて配信いたします。 

さらに、初の大井競馬場と門別競馬場での共同開催となる JBC 競走〔11 月 3 日（祝火）〕開催を記念しての南

関東 4競馬場共同イベント「JBC Fan Fun day 2020」を開催いたします。10 月 28 日（水）は、大井競馬のファ

ンファーレを演奏する「東京トゥインクルファンファーレ」が、平和賞を含む当日の 3 レースの出走ファンフ

ァーレを生演奏でお届けします。10 月 27 日（火）からは、黒澤ゆりかさん・天童なこさん（nankan ガールズ）、

舩山陽司さんによる直前に迫った JBC 競走の話題、平和賞予想トークの他、JBC 競走が開催される競馬場キャラ

クターの「うまたせ！（大井競馬場）」、「ホクトくん（門別競馬場）」も登場する番組を nankankeiba 公式 YouTube

チャンネルにて配信いたします。また、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」を好評につき、引き続きタイムシフト公開中です。詳しくは、次項以降をご覧ください。 

 

■「平和賞」とは 船橋競馬場の前身である柏競馬場で 1949 年より施行され、1955 年にそのまま船橋競馬場の

ダート 1200m でサラブレッド系 3歳（現 2歳）南関東所属馬限定の重賞競走として制定されました。その後、

距離を 1600m に変更しました。このレースの優勝馬には全日本 2歳優駿の優先出走権が付与されます。競走名

は軽種馬産地である千葉県が、2歳の若駒の将来を平和に託すことに由来します。昨年のレースは、4番人気の

ヴァケーション（吉原寛人騎手騎乗）が勝利しました。 

※クイーンズオーディション（準重賞）…この競走の 1、2着馬に対し、第 66 回クイーン賞(JpnⅢ)（令和 2年

12 月 3 日（木）船橋）への優先出走権が与えられます。 

船橋競⾺ 第 8 回開催〔10 ⽉ 26 ⽇（⽉）〜30 ⽇（⾦）〕 
「第 66 回 平和賞（SⅢ）」〔10 ⽉ 28 ⽇（⽔）〕 

千葉県畜産協会とのコラボ企画「毎⽇おいしい千葉県の畜産 プレゼントキャンペーン」 
千葉県産のブランド畜産品や船橋ジョッキー本⼈のサイン⼊り勝負服が当たる︕! 

「JBC Fan Fun day 2020」を開催︕「東京トゥインクルファンファーレ」の⽣演奏も︕ 
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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  

※10 月 27日（火）・28日（水）の全レース、 

10 月 29日（木）第 1R～5R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 
10月 26日（月）、27日（火）、29日（木）、30日（金）14：30～21：30 

10月 28日（水）14：20～21：30 ※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 10月 26日（月）～30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 10月 28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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●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

≪船橋ケイバ × 千葉県畜産協会 ～毎日おいしい千葉県の畜産～ プレゼントキャンペーン≫ 

https://www.f-keiba-cp.com/chibachikusan2020 

応 募 期 間 

第 14回 千葉県畜産フェア：10月 21日（水）～10月 30日（金）23：59 

SPAT4で GET！船橋ジョッキーより勝負服プレゼント！ 

10月 26 日（月）12：00～10月 30日（金）23：59  

内 容 

例年、秋に「ふれあい広場」と「千葉県畜産フェア」を船橋競馬場で開催していましたが、今

年は開催中止となってしまったため、WEB キャンペーンとして開催いたします。 

■ 第 14回 千葉県畜産フェア

千葉県畜産フェアは、畜産振興と畜産や畜産物の消費拡大・普及

PR を目的に、毎年船橋競馬場で開催されています。千葉県内のオ

ール（生産者・団体・行政等）畜産が参加する、県民及び地域住

民並びに競馬ファンに向けてのイベントです。今回はオンライン

でアンケートに回答し、ご応募いただいた方の中から抽選で 150 名様に千葉県産のブランド

牛・豚・卵などの畜産品を賞品としてプレゼントいたします。

https://www.nankankeiba.com/liveon/2020030321140200.do
http://www.keiba.go.jp/live/
http://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
https://www.f-keiba-cp.com/chibachikusan2020
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※「千葉県産赤たまご」につきましては、賞味期限が 2週間と短いため、再配送の場合には、

賞味期限が切れてしまうおそれがございます。予めご了承ください。

※賞品を選択することはできません。

※お一人様 1回のみの応募とさせていただき、重複応募は無効とします。

※当選者発表は、賞品発送をもって代えさせていただきます。賞品の発送は、2020年 11月中

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。あらかじめご了承ください。 

詳しくは上記サイトをご覧ください。

■ SPAT4で GET！船橋ジョッキーより勝負服プレゼント！

船橋ジョッキーズと競馬ファンや地域住民との交流イベント「ふれあい広場」で実施していた

チャリティオークションやサイン会に代わる企画として、今年はジョッキーから、サイン入り

勝負服を抽選で 25名様にプレゼントいたします。SPAT4で船橋競馬第 8回開催〔10月 26日（月）

～10月 30日（金）〕の勝馬投票券を 1回で合計 1,000円以上ご購入し、購入照会ページのスク

リーンショット画像を応募フォームにアップロードしてご応募いただきます。

・船橋ジョッキー本人の直筆サイン入り勝負服 25本

※騎手を選択することはできません。

※お一人様 1回のみの応募とさせていただき、重複応募は無効とします。

※複数回のご購入での合算は、応募対象外となります。1回で合計 1,000円以上、ご購入いた

だければ応募可能です。(賭式の種類や賭式ごとの購入金額は問いません。)

例：「単勝のみで 1,000円分」「単勝 500円・馬単 300円・3連単 200 円の合計 1,000円分」等

いずれにしても 1回のご購入であれば応募可能です。

※JPG、PDF、PNG形式以外および容量 3MBを超える画像はアップロードできません。※ご本人

様以外の画像をアップロードすることは、禁止とさせていただきます。

※不正防止の観点から、画像を SNSやブログ等へ投稿しないでください。

※当選者発表は、賞品発送をもって代えさせていただきます。賞品の発送は、2020年 11月中

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。あらかじめご了承ください。 

詳しくは上記サイトをご覧ください。



5 

≪公式 YouTube チャンネル「ハートビート VR チャンネル」本田正重騎手バージョン登場！≫ 

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。 

公開中の「本橋孝太騎手」「森泰斗騎手」騎乗バージョンや、「誘導馬 チャラオ」バージ

ョンに加え、「本田正重騎手」騎乗バージョンが新登場！ぜひチャンネル登録をお願いし

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。

≪船橋競馬 × 楽天競馬：平和賞（SⅢ）直前予想討論会≫ 

https://www.youtube.com/c/rakutenkeiba/featured 

公 開 日 時 10月 26日（月）17：00頃 ※公開時間は予告なく変更になる場合がございます 

チャンネル 楽天競馬公式 YouTubeチャンネル 

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」） 

放 送 内 容 

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」）が、未来のスターホースの登竜門「第 66回 平

和賞（SⅢ）」のレース予想や展望などを、熱く語ります。 

古谷剛彦さん 
（楽天競馬スペシャルアドバイザー） 

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」） 

https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
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≪JBC Fan Fun day 2020≫ 

今年で第 20回目の JBC競走〔11 月 3 日（祝火）〕は、初の大井競馬場と門別競馬場での共同開催となります。

開催を記念しての南関東 4 競馬場共同イベント「JBC Fan Fun day 2020」を開催いたします。 

○「東京トゥインクルファンファーレ 4 場キャラバン」

日 時 10月 28日（水）第 10R、第 11R、第 12R 

チャンネル 競馬中継放送（テレビ、インターネット配信） 

出 演 者 東京トゥインクルファンファーレ 

放 送 内 容 

JBC2020と南関 4場の盛り上げのため、大井・川崎・浦和競馬

場とファンファーレ演奏を行ってきた東京トゥインクルファ

ンファーレがいよいよ船橋競馬場に登場！

10月 28日（水）の後半 3レース発走ファンファーレを演奏し

ます。メインレース平和賞（SⅢ）は初の試みとして、トラン

ペットのみでの演奏を行います！是非ご注目ください！

○「JBC Fan Fun day 南関重賞予想チャンネル」

https://www.youtube.com/channel/UC0kPVmbQrpZG7UPvrkcaihg/featured

公 開 日 時 10月 27日（火）17：00頃 ※公開時間は予告なく変更になる場合がございます。 

チャンネル nankankeiba公式 YouTube チャンネル 

出 演 者 黒澤ゆりかさん・天童なこさん（nankan ガールズ） 

ゲスト解説 舩山陽司さん 

放 送 内 容 

nankan ガールズの黒澤ゆりかさん・天童なこさんとゲスト解説に舩山陽司さんを迎え、開催

直前に迫った JBC 競走の話題や平和賞予想などファン必見の番組を nankankeiba 公式 

YouTube チャンネルにて配信いたします。競馬場キャラクターのキャロッタ（船橋競馬場）、

うまたせ！（大井競馬場）、ホクトくん（門別競馬場）が登場するコーナーも！ 

舩山陽司さん 天童なこさん 黒澤ゆりかさん 
キャロッタ（船橋競馬場）

うまたせ！（大井競馬場）

ホクトくん（門別競馬場）（nankanガールズ） 

https://www.youtube.com/channel/UC0kPVmbQrpZG7UPvrkcaihg/featured
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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、

タイムシフト公開中です。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し、地元の絶品グルメを堪能

する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、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！

≪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

ビジョン下に掲出しております。 

今開催から、お客様も入場可能となったことをふまえて、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。お客様に

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 

※提供：niconico

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

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/

■今開催の場内イベント・サービス等について
○「夜競（やけい）倶楽部」について ※今開催は実施いたしません。

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。

○「ハートビートタッチ」について ※今開催は実施いたしません。

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。そのままお持ちください。

○「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。 

2020年 2月 27日（木）以降が期限の特別観覧席ご招待券は、今後 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/



