第１１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２日（月）から始まる第１１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。
【開 催 日】

１１月２日（月） ４日（水） ５日（木） ６日（金）
ＪＲＡネット投票日

【開 門 時 刻】

２日、４日、５日、６日 各日１０：００

【第１競走発走時刻】

２日 １１：０５ ４日、５日、６日 各日１１：００

【主 要 競 走】
２日（月） 第１０Ｒ「錦秋（きんしゅう）特別」 サラ系Ｂ１組 特別 距離 1,600ｍ
第 ９Ｒ「イチョウ賞」 サラ系Ｂ２組 特選 距離 1,400ｍ
４日（水） 第１０Ｒ「ヤングジョッキーズＴＲ笠松第２戦」 サラ系Ｃ１４組 特別（ロ） 距離 1,400ｍ
第１１Ｒ「深秋（しんしゅう）特別」 サラ系Ａ３・Ｂ３組 特別 距離 1,400ｍ
第 ９Ｒ「せせらぎ賞」 サラ系Ｂ４組 距離 1,600ｍ
第 ８Ｒ「ヤングジョッキーズＴＲ笠松第１戦」 サラ系Ｃ１５組 特選（ロ） 距離 1,400ｍ
５日（木） 第１０Ｒ【地方全国交流】スポーツニッポン杯
「第７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１１Ｒ「オオデマリ賞」 サラ系Ｃ８組 距離 1,600ｍ
第 ９Ｒ「ペンタス特別」 サラ系２歳１組 特別 距離 1,400ｍ
６日（金） 第１１Ｒ「東海クラウン」 サラ系Ａ１組 オープン 距離 1,400ｍ
第１０Ｒ「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「ドウダンツツジ特別」 サラ系Ｃ１組 特別（イ） 距離 1,400ｍ
【企業・個人協賛競走】
４日（水） 第 ４Ｒ「好きです笠松競馬」 ご協賛：愛馬会 様
第 ６Ｒ「長橋克英勇退記念オタレコ杯」 ご協賛：オタイオーディオ株式会社 様 表彰有
【パドック解説！】 笠松けいば開催中は毎日全レース実施！
２日（月） 競馬エース 奥山記者

司会：長谷川 満

実況：百瀬 和己

４日（水） 競馬エース 竹中記者

司会：長谷川 満

実況：百瀬 和己

５日（木） 競馬東 海 郷 記者

司会：長谷川 満

実況：百瀬 和己

６日（金） 競馬エース 竹中記者

司会：長谷川 満

実況：百瀬 和己

☆☆☆ ＹｏｕＴｕｂｅ（笠松けいばレース映像配信チャンネル）にて全レース配信！！ ☆☆☆
☆☆☆ １１月５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。
２日（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、宇部、天文館、鳥取岩美、荒尾、博多）
オッズパーク
楽天競馬
〔７レースから１０レースを発売〕
ジョイホース浜松
４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
ニュートラック（上山、福島、松山）
ＳＰＡＴ４
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
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、三刀屋、宇部、天文館、鳥取岩美、荒尾、博多）
ＪＲＡネット投票
オッズパーク
楽天競馬
〔７レースから１１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〕
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）
ＵＭＡＣＣＯ盛岡大通、ＤＩＫＫ秋田
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、京王閣、伊勢崎、新潟）、オープス（中郷、磐梯）
益田場外
川崎競馬場、ジョイホース（横浜、双葉）
〔８レースから１１レースを発売〕
帯広競馬場、ハロンズ名寄、アプスポット網走、ミントスポット北見
神戸場外、難波場外
５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

ニュートラック（上山、福島、松山）
ＳＰＡＴ４
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
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（宿毛、藍住）
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、天文館、鳥取岩美、荒尾、博多）
ＪＲＡネット投票
オッズパーク
楽天競馬
〔１０レースを発売〕
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)
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）
ＵＭＡＣＣＯ盛岡大通、ＤＩＫＫ秋田
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、京王閣、伊勢崎、新潟）、オープス（中郷、磐梯）
益田場外
川崎競馬場、ジョイホース（横浜、双葉）
〔８レースから１１レースを発売〕
ジョイホース浜松
神戸場外、難波場外
６日（金）
〔全レース発売〕
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）
ＵＭＡＣＣＯ盛岡大通、ＤＩＫＫ秋田
ニュートラック（上山、福島、松山）
ＳＰＡＴ４
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、トゥルー鳥栖、ドリーム中津
ＢＡＯＯ（高崎、宇部、鳥取岩美、天文館、荒尾、博多）
オッズパーク
楽天競馬
〔８レースから１１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】
２日（月） 金沢競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １０：２０～１６：０５
盛岡競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：５０～１８：１０
帯広競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：３５～２０：４５ ナイター
大井競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １５：１０～２０：５０ ナイター
４日（水） 園田競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １１：１５～１６：４０
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～１２Ｒ） １４：４０～２０：５０ ナイター
５日（木） 園田競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １１：１５～１６：４０
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
６日（金） 佐賀競馬 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
【表彰式、セレモニー】
２日（月）
＜水野翔騎手 地方競馬通算３００勝達成セレモニー＞
水野翔（みずのかける）騎手が、１０月２２日の第１０回笠松競馬３日目第１競走
において、「マカレナダンス号」で勝利し地方競馬通算３００勝を達成しましたの
でセレモニーを行います。
実 施：第５競走終了後(予定)
場 所：ウイナーズサークル
※都合により変更となる場合がございます。
なお、水野翔騎手よりオリジナルグッズのプレゼントがあります。
配布方法等の詳細は後日ＨＰでお知らせします。
４日（水）
＜２０２０ヤングジョッキーズシリーズＴＲ笠松 表彰式＞
実 施：ヤングジョッキーズシリーズＴＲ笠松第２戦（第１０競走）終了後
場 所：ウイナーズサークル
５日（木）
＜第７回ラブミーチャン記念 表彰式＞
実 施：ラブミーチャン記念（第１０競走）終了後
場 所：ウイナーズサークル
※ 騎手等との接触を避けるため、式典実施場所付近では一部規制を行っております。式典をご観覧の際は、お客様同士の
密集・密接を避け、適度な間隔を保ってください。また、ファンサービス（サイン・握手等）は中止しております。
※ 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】
＜グルメチケットプレゼント＞
笠松競馬場内の売店でご利用できるグルメチケット（１枚２００円）
をプレゼントします。
（提供：笠松競馬場売店組合）
〇配布日 ：１１月２日、４日、５日、６日
〇配布枚数：各日 先着１５０名
※お一人様１枚（２００円分）の配布となります。
〇配布時間：各日 開門時刻～配布終了まで
〇配布場所：正門（入場時に配布します。）

＜開催リーディングジョッキーを当ててラブミーチャングッズをプレゼント＞
ご応募いただいた方の中から抽選で、ラブミーチャンぬいぐるみ＆キーチェーン、ラブミーチャンクオカード５００円をプ
レゼントします。
〇応募期間：１１月２日（月）～５日（木）まで
〇応募方法：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。

★ 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。

