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第８回競馬「長月（Ｐ）シリーズ」
開催のお知らせ

９月２２日（祝火）から始まる第８回競馬「長月（Ｐ）シリーズ」を、下記の日程で開催いたします。
【開 催 日】

９月２２日（祝火） ２３日（水） ２４日（木） ２５日（金）
ＪＲＡネット投票日

【開 門 時 刻】

２２日、２３日、２４日 各日１０：３０ ２５日のみ１０：２０

【第１競走発走時刻】

２２日 １１：１０ ２３日 １１：１０ ２４日 １１：２０ ２５日 １１：１０

【主 要 競 走】
２２日（祝火） 第１０Ｒ「第３５回畜産（ちくさん）フェア特別」 サラ系Ｂ１組 特別 距離 1,400ｍ
第 ９Ｒ「日刊スポーツ極（ごく）ウマくん賞」 サラ系Ｂ２組 特選 距離 1,600ｍ
第 ８Ｒ「笠松園田誘導馬カレンダー記念」 サラ系３歳４組 距離 1,400ｍ
２３日（水）

第１１Ｒ「流れ星（ながれぼし）特別」 サラ系Ａ３・Ｂ３組 特別 距離 1,400ｍ
第１０Ｒ「秋涼（しゅうりょう）特別」 サラ系Ｃ１１組 特別（ロ） 距離 1,400ｍ
第 ９Ｒ「富有柿（ふゆうがき）賞」 サラ系Ｃ１２組 特選（ロ） 距離 1,600ｍ

２４日（木）

第１０Ｒ【ＪＲＡ認定競走】中京スポーツ杯
「第４５回秋風ジュニア（Ｐ）」 サラ系２歳オープン 距離 1,400ｍ
第１１Ｒ「爽秋（そうしゅう）特別」 サラ系３歳１組 特別 距離 1,400ｍ
第 ９Ｒ「コスモス賞」 サラ系３歳２組 特選 距離 1,400ｍ

２５日（金）

第１１Ｒ「パンパスグラスオープン」 サラ系Ａ１組 Ｂ級以上オープン 距離 1,400ｍ
第１０Ｒ「仲秋（ちゅうしゅう）特別」 サラ系Ａ２組 特別 距離 1,600ｍ
第 ９Ｒ「萩（はぎ）特別」 サラ系Ｃ１組 特別（イ） 距離 1,600ｍ

【企業・個人協賛競走】
２２日（祝火） 第 ５Ｒ「小原大開杯・立路＆くっか記念」 ご協賛：立路・瑠美＆くっか 様
第 ８Ｒ「笠松園田誘導馬カレンダー記念」 ご協賛：合同会社 mewtone 様 表彰有
第 ９Ｒ「日刊スポーツ極ウマくん賞」 ご協賛：日刊スポーツ新聞西日本 名古屋本社 様 表彰有
第１０Ｒ「第３５回畜産フェア特別」 ご協賛：一般社団法人 岐阜県畜産協会 様
２３日（水）

第 ４Ｒ「好きです笠松競馬」 ご協賛：愛馬会 様
第 ５Ｒ「まぁさんおめでとう生誕祭記念」 ご協賛：がんちゃん 様

【パドック解説！】 笠松けいば開催中は毎日全レース実施！
２２日（祝火） 競馬エース 奥山記者

司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

２３日（水）

競馬東 海 郷 記者

司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

２４日（木）

競馬エース 竹中記者

司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

２５日（金）

競馬東 海 郷 記者

司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

☆☆☆ ＹｏｕＴｕｂｅ（笠松けいばレース映像配信チャンネル）にて配信開始！！ ☆☆☆
☆☆☆ ９月２４日(木) ＣＣＮチャンネル長良川１１ch にて全レース放送！！ ☆☆☆

【場外発売場所】 (笠松競馬の競走を発売する他の競馬場等）
電話・インターネット投票及び一部の場外馬券発売所のみとなります。
２２日（祝火）
〔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
ジョイホース浜松
名古屋競馬場、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（鳥取岩美、博多）
ＪＲＡネット投票
オッズパーク
楽天競馬
２３日（水）
〔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）
ジョイホース浜松
名古屋競馬場、サンアール（磯部、弥富、大須）
高知競馬場、パルス（宿毛、藍住）
佐賀競馬場、トゥルー佐賀、ドリーム中津
ＢＡＯＯ（高崎、宇部、天文館、荒尾、博多）
オッズパーク
楽天競馬
〔３レースから１１レースを発売〕
姫路競馬場
２４日（木）
〔全レース発売〕
ＳＰＡＴ４
ジョイホース浜松
名古屋競馬場、サンアール（磯部、弥富、大須）
姫路競馬場
ＪＲＡネット投票
オッズパーク
楽天競馬
２５日（金）
〔全レース発売〕
旭川ＲＣ、ハロンズ（岩見沢）

Ａｉｂａ（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)
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
ジョイホース浜松
名古屋競馬場、サンアール（磯部、弥富、大須）
佐賀競馬場、トゥルー佐賀、ドリーム中津
ＢＡＯＯ（高崎、荒尾）
オッズパーク
楽天競馬
〔８レースから１１レースを発売〕
姫路競馬場
【笠松競馬開催中の「他地区競馬競走」の発売】
２２日（祝火） 盛岡競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：４０～１８：００
高知競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：１５～２０：５０ ナイター
門別競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：３０～２０：４０ ナイター
２３日（水）

園田競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １２：２５～１８：４０
門別競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：３０～２０：４０ ナイター

２４日（木）

浦和競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：００～１７：００
園田競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １１：１０～１６：５０
門別競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：３０～２０：３５ ナイター
大井競馬 全レース（１Ｒ～１０Ｒ） １５：３０～２０：５０ ナイター

２５日（金）

浦和競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：００～１７：００
園田競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １５：１０～２０：３０ ナイター
大井競馬 全レース（１Ｒ～１０Ｒ） １５：３０～２０：５０ ナイター

【表彰式、セレモニー】
２４日（木）
＜第４５回秋風ジュニア 表彰式＞
実 施：秋風ジュニア（第１０競走）終了後
場 所：笠松競馬場内ウイナーズサークル
※ 式典の様子は、映像（YouTube 笠松けいばレース映像配信チャンネル、地方競馬ライブ、ニコニコ動画、競馬ナイン、
ＣＣＮ等）でご覧いただけます。
※ 取材、撮影については、事前に申請書を提出していただき、指定エリアで行っていただきます（当日の健康チェックで
問題の無い方のみ）。詳しくは、笠松けいば公式ホームページ「岐阜県非常事態宣言中の取材、撮影の取り扱いについ
て」をご確認ください。
【イベント】
２２日（祝火）
＜２０２０畜産フェア in 笠松競馬場＞
〇畜産物プレゼント
ご応募いただいた方の中から抽選で、畜産物を直接ご自宅にお届けします。笠松けいば公式ホームページの応募フォーム
からご応募ください。（応募フォームは２２日（祝火）に公開予定）

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、競馬場内でのイベントは行いません。

★ 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。

