ライブ映像配信中

http://www.kasamatsu-keiba.com/

発表 令和元年８月７日

事前掲載・当日の取材を是非お願いいたします

ニュースリリース
№２０

岐阜県地方競馬組合 企画広報課

第８回競馬「くろゆり賞（ＳＰⅠ）シリーズ」
開催のお知らせ

電話 （０５８）３８７－９０７９
FAX （０５８）３８７－０９７４

８月１２日（休月）から始まる第８回競馬「くろゆり賞（ＳＰⅠ）シリーズ」を、下記の日程で開催いたします。
つきましては、貴社のご協力を賜りたく、お願い申し上げます。
【開 催 日】

８月１２日（休月） １３日（火） １４日（水） １５日（木）

ＪＲＡネット投票発売日

【開門時刻】

１２日、１３日 開門１０：３０
１４日、１５日 開門１０：００

【第１競走発走時刻】

１２日１１：３０、１３日１１：３０、１４日１０：４５、１５日１０：４５

【主 要 競 走】
１２日（休月）第１０Ｒ「のぼり鮎（あゆ）特別」 サラ系Ｂ１組 特別 距離 1,600ｍ
第 ９Ｒ「夏衣（なつごろも）賞」 サラ系Ｂ２組 特選 距離 1,400ｍ
１３日（火） 第１１Ｒ「郡上徹夜踊り（ぐじょうてつやおどり）特別」 サラ系Ｃ１４組 特別（ロ） 距離 1,600ｍ
第１０Ｒ「清涼（せいりょう）賞」 サラ系Ａ４組・Ｂ３組 特選 距離 1,400ｍ
１４日（水） 第１１Ｒ「爽涼（そうりょう）特別」 サラ系３歳１組 特別 距離 1,400ｍ
第１０Ｒ「若鮎（わかあゆ）賞」 サラ系３歳２組 特選 距離 1,400ｍ
１５日（木） 第１１Ｒ【地方全国交流】中日新聞杯
「第４８回くろゆり賞（ＳＰⅠ）」 サラ系３歳以上オープン 距離 1,600ｍ
第１２Ｒ「葉月（はづき）特別」 サラ系Ａ２組 特別 距離 1,600ｍ
【企業・個人協賛競走】
１２日（休月）第２Ｒ「みんな大好き★笠松競馬」 ご協賛：ホース・ファクトリー 様
第３Ｒ「みんな大好き★誘導馬」

ご協賛：ホース・ファクトリー 様

第４Ｒ「みんな大好き★エクスペルテ」 ご協賛：ホース・ファクトリー 様
第５Ｒ「みんな大好き★ウィニー」 ご協賛：ホース・ファクトリー 様
１３日（火） 第３Ｒ「拓哉・ゆき結婚４年記念」 ご協賛：木村拓哉 様
第９Ｒ 「山本高広笠松競馬来場記念」
１４日（水） 第２Ｒ「がんばれ！２歳優駿」

ご協賛：木村貢 様

第３Ｒ 「正美ちゃん・康介生誕記念杯」 ご協賛：渡辺泉名 様
第８Ｒ 「第 20 回ヤクルトカップ」 ご協賛：株式会社ヤクルト東海 様
※ ご協賛者様より「ヤクルトカロリーハーフ」（先着 1000 本）のプレゼントがあります。
（開門時に、正門・東門にて）
１５日（木） 第２Ｒ 「清水碧生誕記念」 ご協賛：清水慎恭 様
第３Ｒ 「諒輔＆磨理結婚記念日カップ」 ご協賛：大橋諒輔 様
第５Ｒ 「英幸彩花マイホーム新築記念」 ご協賛：笠松ファンクラブ 1 号 様
第８Ｒ 「十六ＴＴ証券開業記念杯」 ご協賛：株式会社十六銀行 様
第１０Ｒ「岐阜美少女図鑑カップしろゆり賞」 ご協賛：株式会社ＡＩリクエスト
※ ご協賛者様より「美少女図鑑」（先着 100 冊）のプレゼントがあります。
（レース終了後、ウイナーズサークルにて）

【パドック解説！】 笠松けいば開催中は毎日全レース実施！
１２日（休月）競馬エース 奥山記者

司会：長谷川敦子

実況：大川 充夫

１３日（火） 競馬東 海 郷 記者

司会：吉田さやか

実況：大川 充夫

１４日（水） 競馬エース 竹中記者

司会：長谷川敦子

実況：大川 充夫

１５日（木） 競馬東 海 郷 記者

司会：吉田さやか

実況：大川 充夫

【場外発売場所】 (笠松競馬の競走を発売する他の競馬場等）
１２日(休月)
〔全レース発売〕
ＳＰＡＴ４
名古屋競馬場、中京競馬場、サンアール（磯部、弥富、大須）
ＤＡＳＨ（よかわ、柳津、福山駅前、和歌山、心斎橋、観音寺、呉）
ＢＡＯＯ（高崎、東広島、鳥取岩見）
ＪＲＡネット投票、オッズパーク、競馬モール
〔６レースから１０レースを発売〕
ジョイホース浜松
１３日(火)
〔全レース発売〕
ハロンズ（釧路、岩見沢）
イルム深川、レラ・スポット北彩都、琴似駅前場外
ＳＰＡＴ４
ニュートラック（上山、福島、松山）
名古屋競馬場、中京競馬場、サンアール（磯部、弥富、大須）
ＤＡＳＨ（よかわ、柳津、福山駅前、和歌山、心斎橋、観音寺、呉）
佐賀競馬場、トゥルー佐賀、ドリーム中津
ＢＡＯＯ（高崎、三刀屋、宇部、東広島、天文館、鳥取岩美、荒尾）
オッズパーク、競馬モール
〔７レースから１１レースを発売〕
ジョイホース浜松
１４日(水)
〔全レース発売〕
ハロンズ（釧路、岩見沢）
イルム深川、レラ・スポット北彩都、琴似駅前場外
ＳＰＡＴ４
ニュートラック（上山、福島、松山）
金沢競馬場
名古屋競馬場、中京競馬場、サンアール（磯部、弥富、大須）
園田競馬場、姫路競馬場、神戸場外、難波場外
ＢＡＯＯ（高崎、荒尾）
ＪＲＡネット投票、オッズパーク、競馬モール
１５日(木)
〔全レース発売〕
ハロンズ（釧路、岩見沢）

イルム深川、レラ・スポット北彩都、琴似駅前場外
ＳＰＡＴ４
ニュートラック（上山、福島、松山）
金沢競馬場
名古屋競馬場、中京競馬場、サンアール（磯部、弥富、大須）
園田競馬場、姫路競馬場、神戸場外、難波場外
佐賀競馬場、トゥルー佐賀、ドリーム中津
ＢＡＯＯ（高崎、荒尾）
ＪＲＡネット投票、オッズパーク、競馬モール
〔７レースから１２レースを発売〕
ジョイホース浜松
【笠松競馬開催中の「他地区競馬競走」の発売】
１２日（休月）盛岡競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：１５～１８：１０
大井競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １５：１０～２０：５０ ナイター
金沢競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：２０～１８：０５
佐賀競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：４５～１８：０５
１３日（火） 門別競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １５：００～２０：４０ ナイター
大井競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １５：１０～２０：５０ ナイター
金沢競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：２０～１８：０５
１４日（水） 門別競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：３０～２０：４０ ナイター
大井競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：４０～２０：５０ ナイター
園田競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １０：５０～１６：４０
佐賀競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：４５～１８：１０
１５日（木） 門別競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：３０～２０：４０ ナイター
大井競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １５：１０～２０：５０ ナイター
園田競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １０：５０～１６：４５
【イベント】
１５日（木）
＜佐藤友則騎手 ジャパンジョッキーズカップ チーム、個人ダブル優勝報告セレモニー＞
佐藤友則（さとうとものり）騎手が、７月１５日盛岡競馬場で行われました
「ジャパンジョッキーズカップ２０１９」において、チーム対抗戦及び個人戦
の双方で優勝しましたので、報告セレモニーを下記のとおり行います。
場 所 笠松競馬場内ウイナーズサークル
実 施 第６競走終了後（予定）
※ 佐藤騎手より、レース騎乗時のサイン入りゼッケン等のプレゼントがあります。

１２日（休月）、１３日（火）、１４日（水）
＜お盆イベント＞
イベント内容の詳細は、笠松競馬公式ホームページで、随時お知らせします。

★出走投票の結果、レース番号・レース名などに変更がある場合がございます。
（レース番号・出走馬の確定は、通常の場合レース当日の３日前の 13:00 頃となっており、下記アドレスの NAR（地方競馬全国協会）の
公式サイト【KEIBA.GO.JP】http://www.keiba.go.jp/にて発表いたします。） ☆リリース発表後の変更・追加・訂正等に関しましては、
笠松けいば公式ホームページにて随時発表いたしますので、ホームページをご確認ください。

▲▽▲ 開催期間外のイベント情報 ▲▽▲
ＤＡＺＮ Ｐresents 2019 明治安田生命 Ｊ２リーグ
第２８節 ツエーゲン金沢－ＦＣ岐阜戦 パブリックビューイング開催のお知らせ
令和元年８月１７日（土） 2019 明治安田生命Ｊ２リーグ第２８節 ツエーゲン金沢－ＦＣ岐阜 戦（石川県西部緑地公園
陸上競技場）の試合につきまして、笠松競馬場の大型ビジョン（縦８ｍ×横１７ｍ）を使用したパブリックビューイングを開
催します。
【日時】

令和元年８月１７日（土） １８時 キックオフ （１７：４０ イベントスタート）

【場所】

笠松競馬場内 中央スタンド観客席 （大型ビジョン前）

【入場料】

無料
大型ビジョン

昨年度の「横浜ＦＣ×ＦＣ岐阜戦ＰＶ」の様子

