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第１３回競馬「ラブミーチャン記念（ＳＰⅠ）シ
リーズ」開催のお知らせ

１１月５日（火）から始まる第１３回競馬「ラブミーチャン記念（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】

１１月５日（木） ６日（水） ７日（木） ８日（金）

ＪＲＡネット投票日

【開門時刻】

５日、６日、７日、８日 開門 各日１０：００

【第１競走発走時刻】

５日１０：５０、６日１１：１０、７日１０：５０、８日１０：５０

【主 要 競 走】
５日（火） 第１１Ｒ「がんばれ笠松競馬」 サラ系Ｂ１組 特別 距離 1,600ｍ
第１０Ｒ「イチイの木賞」 サラ系Ｂ２組 特選 距離 1,400ｍ
６日（水） 第１０Ｒ「いちょう特別」 サラ系Ｃ１４組 特別（ロ） 距離 1,600ｍ
第 ９Ｒ「逆さ紅葉（さかさもみじ）賞」 サラ系Ｃ１５組 特選（ロ） 距離 1,400ｍ
第 ８Ｒ「大手毬（おおてまり）賞」 サラ系Ｂ４組 距離 1,600ｍ
７日（木） 第１０Ｒ【地方全国交流】ＧＲＡＮＤＡＭＥ－ＪＡＰＡＮ2019 スポーツニッポン杯
「第６回ラブミーチャン記念（ＳＰⅠ）」 サラ系２歳牝馬オープン 距離 1,600ｍ
第 ９Ｒ「せせらぎ賞」 サラ系Ｃ９組 距離 1,4000ｍ
第 ８Ｒ「大矢田（おやだ）もみじ賞」 サラ系Ｃ２０組

距離 1,400ｍ

８日（金） 第１０Ｒ「東海クラウン」 サラＡ1 組・Ｂ級以上オープン 距離 1,400ｍ
第１１Ｒ「紅葉短距離（こうようたんきょり）特別」 サラ系Ａ２組 特別 距離 1,400ｍ
第 ９Ｒ「もみじ特別」 サラ系Ｃ１組 特別（イ） 距離 1,400ｍ
第 ８Ｒ「ドウダンツツジ賞」 サラ系Ｃ２組 特選（イ） 距離 1,600ｍ
【企業・個人協賛競走】
５日（火） 第１１Ｒ「がんばれ笠松競馬」

ご協賛：日高軽種馬農業協同組合 様

※ご協賛者様より、開門時より先着で、特別観覧席１４０名様、ユーホール６０名様に「日高昆布」
のプレゼントがあります。
６日（水） 第５Ｒ「井崎貴富、大復活！黄金の息吹」 ご協賛：革真塾万馬券一同 様
７日（木） 第５Ｒ「好きです笠松競馬」

ご協賛：愛馬会 様

第７Ｒ「中京競馬場で恐竜たちが大暴れ」 ご協賛：名古屋競馬株式会社 様
【パドック解説！】 笠松けいば開催中は毎日全レース実施！
５日（火）競馬エース 奥山記者 司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

６日（水）競馬東 海 郷 記者 司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

７日（木）競馬エース 竹中記者 司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

８日（金）競馬東 海 郷 記者 司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

☆☆☆ １１月７日(木) ＣＣＮチャンネル長良川１１ch にて全レース放送！ ☆☆☆

【イベント】
■１１月７日（木）
＜ラブミーチャン記念イベント＞
〇 「つもりやもり」と「つもりやもりのお兄さん」がやってくる
日時：11 月 7 日（木）13：35～（予定） 絵本の朗読
14：10～（予定） つもりやもり体操
場所：特設ステージにて
〇 ラブミーチャンのぬいぐるみ＆キーチェーンのプレゼント
Ｄｒ.コパ様よりご提供いただきました「ラブミーチャンのぬいぐるみ
＆キーチェーン」をセットでプレゼント！
場所、数量：
特別観覧席 開門より先着 70 名様
ユーホール 開門より先着 30 名様
【場外発売場所】 (笠松競馬の競走を発売する他の競馬場等）
５日(火)
〔全レース発売〕
帯広競馬場、ハロンズ（名寄、釧路、岩見沢）
アブスポット網走、イルム深川、ミントスポット北見、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、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、三刀屋、宇部、東広島、天文館、鳥取岩美、荒尾）
ＪＲＡネット投票、オッズパーク、楽天競馬
〔１レースから１０レースを発売〕
ジョイホース浜松
６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、宇部、東広島、天文館、荒尾）
オッズパーク、楽天競馬
〔１レースから９レースを発売〕
ジョイホース浜松
７日（木）
〔全レース発売〕
帯広競馬場、ハロンズ（名寄、釧路、岩見沢）

アブスポット網走、イルム深川、ミントスポット北見、レラ・スポット北彩都、琴似駅前場外
盛岡競馬場、水沢競馬場
テレトラック（安代、種市、宮古、十和田、山本、釜石、横手、三本木）
ＤＩＫＫ秋田、umacco 盛岡大通
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
ＤＡＳＨ（よかわ、柳津、福山駅前、和歌山、心斎橋、観音寺、呉）
高知競馬場、パルス（高知、宿毛、藍住）
佐賀競馬場、トゥルー佐賀、ドリーム中津
ＢＡＯＯ（高崎、東広島、鳥取岩美、宇部、荒尾、天文館、博多、三刀屋）
ＪＲＡネット投票、オッズパーク、楽天競馬
〔１０レースのみ発売〕
門別競馬場、ハロンズ岩見沢
Ａｉｂａ（旭川、静内、浦河、小樽、滝川、苫小牧、札幌駅前、札幌中央、中標津、千歳、江別、函館港町、石狩、
登別室蘭、釧路)
〔１レースから１０レースを発売〕
ジョイホース浜松
〔８レースから１０レースを発売〕
浦和競馬場
船橋競馬場 エフケイバ（成田、木更津）
大井競馬場 オフト（ひたちなか、大郷、後楽園、京王閣、新潟）オープス（中郷、磐梯）
益田場外、伊勢崎場外
川崎競馬場 ジョイホース（横浜、双葉）
８日(金)
〔全レース発売〕
ハロンズ岩見沢
Ａｉｂａ（旭川、静内、浦河、小樽、滝川、苫小牧、札幌駅前、札幌中央、中標津、千歳、江別、函館港町、石狩、
登別室蘭、釧路)
帯広競馬場、ハロンズ（名寄、釧路、岩見沢）
アブスポット網走、イルム深川、ミントスポット北見、レラ・スポット北彩都、琴似駅前場外
盛岡競馬場、水沢競馬場
テレトラック（安代、種市、宮古、十和田、山本、釜石、横手、三本木）
ＤＩＫＫ秋田、umacco 盛岡大通
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）
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、宇部、東広島、天文館、鳥取岩美、荒尾、博多）
オッズパーク、楽天競馬
〔１レースから１０レースを発売〕
ジョイホース浜松

〔７レースから１１レースを発売〕
園田競馬場、姫路競馬場
〔８レースから１０レースを発売〕
浦和競馬場
船橋競馬場 エフケイバ（成田、木更津）
大井競馬場 オフト（ひたちなか、大郷、後楽園、京王閣、新潟）オープス（中郷、磐梯）
益田場外、伊勢崎場外
川崎競馬場 ジョイホース（横浜、双葉）
高知競馬場、パルス（高知、宿毛、藍住）
【笠松競馬開催中の「他地区競馬競走」の発売】
５日（火） 門別競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：３５～２０：４０ ナイター
浦和競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １０：３０～１６：１０
金沢競馬 全レース（１Ｒ～１０Ｒ） １１：０５～１６：１５
６日（水） 門別競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：３５～２０：４０ ナイター
浦和競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １０：３０～１６：１０
園田競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １０：５０～１６：４０
７日（木） 門別競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：３５～２０：４０ ナイター
浦和競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １０：３０～１６：１０
園田競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １１：１０～１６：４０
８日（金） 浦和競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １０：３０～１６：１０
園田競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １５：１０～２０：３０ ナイター
★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。

