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令和 3 年 2月 8 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 11回開催を 2月 8日（月）～12日（金）に開催

いたします。今開催は、重賞レース「第 57 回 報知グランプリカップ（SⅢ）」〔2 月 11 日（祝木）〕を開催いた

します。 

1 月 28 日（木）にお知らせした通り、千葉県内での新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、今開催

も無観客競馬での開催といたします。お客様をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑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。  

 また、前開催から 3開催連続で、「船橋ケイバ 2021スタートダッシュキャンペーン」をオンラインにて実施、

第 1 弾「ほっとひと息、船橋 -ご当地クイズ-」は、5,000 人以上の皆様からのご応募をいただき、誠にありが

とうございました。 

今開催は、第 2弾「船橋ジョッキー最多勝利を挙げるのは誰だ!? ～開催リーディングジョッキー予想大会～」

を開催いたします。第 11回開催期間中、最多勝ち星を挙げる船橋競馬所属騎手を予想して、的中した方の中か

ら抽選で 100 名様に船橋ジョッキーズ勝負服柄 T シャツやバレンタインギフト、貴重な船橋競馬オリジナルグ

ッズ詰め合わせセットなど豪華賞品をプレゼントいたします。特設 WEB サイトからどなたでもご応募できます

（応募締切：2 月 10 日（水）21：00）。第 3 弾の「船橋競馬公式 Twitter ～フォロー＆リツイートキャンペー

ン～」は、2月中旬ごろに公開を予定しています。

そのほか、ご自宅でも視聴いただける「ハートビート VR」は、「川島正太郎騎手」「石崎駿騎手」「左海誠二騎

手」「本田正重騎手」「森泰斗騎手」「本橋孝太騎手」6 騎手の騎乗バージョンを公開中！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、船橋ジョッキーズ騎乗バージョンで体験ができま

す。現在、新たなバージョンも制作中です。乞うご期待下さい。 

詳しくは、次項以降をご覧ください。 

■「報知グランプリカップ」とは

報知新聞社の協力により 1964年創設されました。1998年（第 34回）まではサラブレッド系・アングロアラ

ブ系混合 5歳（現 4歳）以上のオールカマー競走として施行され、アングロアラブ 4頭がサラブレッドを破っ

て優勝しています。南関東のアラブ系番組廃止に伴い 1999年にサラ系競走に条件が変更され、南関東 SⅢに格

付けされています。古馬中距離路線としても重要なレースの 1つで、上位 2着までに「ダイオライト記念(Jpn

Ⅱ)」、1着～3着までに「京成盃グランドマイラーズ（SⅡ）」、1着馬に「かしわ記念(JpnⅠ)」（ともに船橋競馬

場）の優先出走権が付与されます。昨年のレースは、5番人気のサルサディオーネ（岩田康誠騎手騎乗）が勝利

しました。 

船橋競馬 第 11回開催〔2月 8日（月）～12日（金）〕 
「第 57回 報知グランプリカップ（SⅢ）」〔2月 11日（祝木）〕 

3開催連続！2021 スタートダッシュキャンペーン 第 2弾！ 
「船橋ジョッキー最多勝利を挙げるのは誰だ⁉ 

～開催リーディングジョッキー予想大会～」開催！ 
船橋ジョッキーズ勝負服柄 T シャツなど多数のレアグッズをプレゼント！！ 



2 

 

≪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  

※2 月 9日（火）～11日（祝木）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 2月 8日（月）～12日（金）13：30～20：30 

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 2月 8日（月）～12日（金）18：30～20：30 

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 2月 11日（祝木）18：00～19：30 

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/ 

 

○地方競馬ライブ（地方競馬全場のレースが視聴可能） http://keiba-lv-st.jp/ 

 

○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/
http://keiba-lv-st.jp/
http://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
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≪船橋ケイバ 2021 スタートダッシュキャンペーン≫  
https://www.f-keiba-cp.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前開催から 3 か月連続・月替わりで「船橋ケイバ 2021スタートダッシュキャンペーン」をオンラインにて実

施中です。第 2弾となる「船橋ジョッキー最多勝利を挙げるのは誰だ!? ～開催リーディングジョッキー予想大

会～」は、第 11回開催期間中、最多勝ち星を挙げる船橋競馬所属騎手を予想して、見事的中した方の中から抽

選で 100名様に船橋ジョッキーズ勝負服柄 Tシャツなど豪華賞品があたるプレゼントキャンペーンです。 

 

○「船橋ジョッキー最多勝利を挙げるのは誰だ!? ～開催リーディングジョッキー予想大会～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募締切 2月 10 日（水）21：00 

賞品内容 

・クオカード（10,000 円） 10本 

・千葉県騎手会提供 船橋ジョッキーズオリジナル勝負服柄 Tシャツ 25本 

ハートビート VR出演中の 6騎手の勝負服柄デザイン〔石崎駿騎手・川島正太郎騎手・左海誠二

騎手・本田正重騎手・本橋孝太騎手・森泰斗騎手〕※騎手の指定はできません。 

・バレンタインギフト 海外有名お菓子ブランド「マカロンラスク詰め合わせ」 15本 

・船橋競馬オリジナルグッズ詰め合わせセット 50本 

〔かしわ記念 Tシャツ、日本テレビ盃ジップジャケット、ダイオライト記念バスタオル、マリー

ンカップトートバック、船橋競馬オリジナルブランケット、京成盃グランドマイラーズクオカー

ド（500円）※6 枚のみ本田正重騎手の直筆サイン入り〕 

※上記の中から、3点以上の詰め合わせとなります。中身は指定できません。 

 

以下の賞品を当選者全員にプレゼント 

・船橋競馬 オリジナルマスク（4タイプのうちどれか 1つ）・オリジナルクリアファイル 

備 考 応募方法・賞品等の詳細は、上記の特設 WEBサイトをご覧ください。 

 

 

 

 

https://www.f-keiba-cp.com/
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≪公式 YouTube チャンネル「ハートビート VR チャンネル」≫ 

～6 騎手の騎乗バージョンを公開中！～ 

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

日本初の現役騎手・競走馬による迫力の VR映像「ハートビート VR」が、公式 YouTube

チャンネル「ハートビート VRチャンネル」により、ご自宅で視聴いただけます。 

船橋競馬の 6 騎手「川島正太郎騎手」「石崎駿騎手」「左海誠二騎手」「本田正重騎手」

「森泰斗騎手」「本橋孝太騎手」騎乗バージョン、さらに重賞レース時の人気誘導馬「チ

ャラオ」バージョンなど楽しいコンテンツを公開中！現在、新たなバージョンも制作

中です。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。 

 

≪Withコロナ装飾（新型コロナウイルス感染防止対策啓発装飾）≫ 

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、船橋競馬場の外周に掲出しており

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 

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！ 

 

 

【外周大型看板】 【入場門前の装飾】 

https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw
https://nar.sp.netkeiba.com/?pid=funabashi_top
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≪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

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

引換期限が〔2020年 3月 10日（火）～14日（土）〕までのレシートは 2021年 3月 31日（水）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いたします。

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。 

http://www.f-keiba.com/
http://www.nankankeiba.com/

