第７回競馬「ウインターシリーズ」開催のお知らせ

１２月１４日（火）から始まる第７回競馬「ウインターシリーズ」を下記の日程で開催いたします。
【開 催 日】

１２月１４日（火） １５日（水） １６日（木） １７日（金）
ＪＲＡネット投票日

【開 門 時 刻】

全日 １０：００

【第１競走発走時刻】

１４日１０：５０

１５日１０：５０

１６日１０：５５

１７日１０：５５

【主 要 競 走】
１４日（火） 第１１Ｒ「奥飛騨温泉郷（おくひだおんせんごう）特別」 サラ系Ｂ１組 特別 距離 1,800ｍ
第１０Ｒ「いろり火賞」 サラ系Ｂ２組 特選 距離 1,600ｍ
１５日（水） 第１０Ｒ【ＪＲＡ交流（ＪＲＡ3 歳以上 1 勝クラス）】
「冬萌（ふゆもえ）特別」 サラ系Ａ３組 特別 距離 1,400ｍ
第 ９Ｒ「冬霞（ふゆがすみ）賞」 サラ系Ａ４・Ｂ３組 特選 距離 1,400ｍ
第１１Ｒ「オリオン特別」 サラ系Ｃ１０組 特別ロ 距離 1,600ｍ
１６日（木)

第１０Ｒ【笠松所属馬限定】
岐阜県知事杯「第８回ジュニアキング（Ｐ）」 サラ系２歳オープン 距離 1,600ｍ
第 ９Ｒ「寒椿（かんつばき）特別」 サラ系２歳１組 特別 距離 1,400ｍ
第１１Ｒ【笠松所属馬限定】
「Ｃ級サバイバル」 サラ系Ｃ級 距離 1,400ｍ

１７日（金） 第１０Ｒ「イオノプシスオープン」 サラ系３歳以上オープン 特別 距離 1,600ｍ
第 ９Ｒ「高山（たかやま）特別」 サラ系Ａ２組 特別 距離 1,400ｍ
第１１Ｒ「初雪（はつゆき）特別」 サラ系Ｃ１組 特別イ 距離 1,400ｍ
【企業・個人協賛競走】
１４日（火） 第 ５Ｒ「好きです笠松競馬」

協賛：愛馬会 様

１５日（水） 第 ４Ｒ「好きです笠松競馬」

協賛：愛馬会 様

第 ５Ｒ「生きてる音がするんだよなぁ！杯」 協賛：さいとうさだめ 様
１６日（木） 第 ５Ｒ「稲富菜穂さん☆祝☆お誕生日記念」 協賛：匿名 様
【パドック解説】 笠松競馬開催中は毎日全レース実施！
１４日（火） 競馬エース 奥山記者

司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

１５日（水） 競馬エース 竹中記者

司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

１６日 (木)

競馬東 海 郷 記者

司会：長谷川 満

実況：西田 茂弘

１７日（金） 競馬エース 竹中記者

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）にて全レース配信！！ ☆☆☆
☆☆☆ １２月１６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）
１４日（火）
〔全レース発売〕
門別競馬場
ハロンズ岩見沢
Ａｉｂａ（旭川、釧路、静内、浦河、小樽、苫小牧、滝川、中標津、石狩、千歳、江別、函館港町、札幌中央、
登別室蘭、札幌駅前）
名古屋競馬場、中京競馬場、サンアール（磯部、大須、一宮）
園田競馬場、姫路競馬場
ＤＡＳＨ（心斎橋、岸和田、よかわ、福山駅前、和歌山、観音寺、呉）
ＢＡＯＯ（高崎、鳥取岩美、宇部、荒尾）
ＪＲＡネット投票
ＳＰＡＴ４
オッズパーク
楽天競馬
〔８レースから最終レースを発売〕
ジョイホース浜松
１５日（水）
〔全レース発売〕
門別競馬場
ハロンズ岩見沢
Ａｉｂａ（旭川、釧路、静内、浦河、小樽、苫小牧、滝川、中標津、石狩、千歳、江別、函館港町、札幌中央、
登別室蘭、札幌駅前）
帯広競馬場、ハロンズ（岩見沢、名寄、釧路）、ミントスポット北見、アプスポット網走
レラ・スポット北彩都、イルムふかがわ、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、石鳥谷）
ＤＩＫＫ秋田、umacco 盛岡大通
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、一宮）
園田競馬場、姫路競馬場
ＤＡＳＨ（心斎橋、岸和田、よかわ、福山駅前、和歌山、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、ドリームなかつ
ＢＡＯＯ（高崎、鳥取岩美、三刀屋、宇部、博多、荒尾、天文館）
ＪＲＡネット投票
ＳＰＡＴ４
オッズパーク
楽天競馬
〔８レースから最終レースを発売〕
ジョイホース浜松
〔１０レースを発売〕
エフケイバ（成田、木更津）
オープス（中郷、磐梯）
益田場外

オフト（後楽園、京王閣、ひたちなか、大郷、伊勢崎、新潟）
ニュートラック（上山、松山、福島）
川崎競馬場
ジョイホース（横浜、双葉）
１６日（木）
〔全レース発売〕
門別競馬場
ハロンズ岩見沢
Ａｉｂａ（旭川、釧路、静内、浦河、小樽、苫小牧、滝川、中標津、石狩、千歳、江別、函館港町、札幌中央、
登別室蘭、札幌駅前）
帯広競馬場、ハロンズ（岩見沢、名寄、釧路）、ミントスポット北見、アプスポット網走
レラ・スポット北彩都、イルムふかがわ、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、石鳥谷）
ＤＩＫＫ秋田、umacco 盛岡大通
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、一宮）
園田競馬場、姫路競馬場
ＤＡＳＨ（心斎橋、岸和田、よかわ、福山駅前、和歌山、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、ドリームなかつ
ＢＡＯＯ（高崎、鳥取岩美、三刀屋、宇部、博多、荒尾、天文館）
ＪＲＡネット投票
ＳＰＡＴ４
オッズパーク
楽天競馬
〔８レースから最終レースを発売〕
ジョイホース浜松
〔９、１０、１１レースを発売〕
エフケイバ（成田、木更津）
オープス（中郷、磐梯）
益田場外
オフト（後楽園、京王閣、ひたちなか、大郷、伊勢崎、新潟）
ニュートラック（上山、松山、福島）
川崎競馬場
ジョイホース（横浜、双葉）
１７日（金）
〔全レース発売〕
門別競馬場
ハロンズ岩見沢
Ａｉｂａ（旭川、釧路、静内、浦河、小樽、苫小牧、滝川、中標津、石狩、千歳、江別、函館港町、札幌中央、
登別室蘭、札幌駅前）
帯広競馬場、ハロンズ（岩見沢、名寄、釧路）、ミントスポット北見、アプスポット網走
レラ・スポット北彩都、イルムふかがわ、琴似駅前場外
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、一宮）
園田競馬場、姫路競馬場
ＤＡＳＨ（心斎橋、岸和田、よかわ、福山駅前、和歌山、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、ドリームなかつ
ＢＡＯＯ（高崎、鳥取岩美、三刀屋、宇部、博多、荒尾、天文館）
ＳＰＡＴ４
オッズパーク
楽天競馬
〔８レースから最終レースを発売〕
ジョイホース浜松
〔９、１０、１１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、石鳥谷）
ＤＩＫＫ秋田、umacco 盛岡大通
エフケイバ（成田、木更津）
オープス（中郷、磐梯）
益田場外
オフト（後楽園、京王閣、ひたちなか、大郷、伊勢崎、新潟）
ニュートラック（上山、松山、福島）
川崎競馬場
ジョイホース（横浜、双葉）
【笠松競馬開催中の「他地区競馬競走」の発売】
１４日（火） 水沢競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １０：２０～１５：５０
金沢競馬 全レース（１Ｒ～１１Ｒ） １０：３０～１５：５５
園田競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １０：４５～１６：５０
川崎競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １５：００～２０：５０ ナイター
１５日（水） 園田競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １０：４５～１６：４０
川崎競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １４：４５～２０：５０ ナイター
１６日（木） 園田競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １０：４５～１６：５０
川崎競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １５：００～２０：５０ ナイター
１７日（金） 園田競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １０：４５～１６：５０
川崎競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １５：００～２０：５０ ナイター
【ファンサービス】
＜入場料無料＞
１２月までの笠松競馬開催期間の入場料（通常 100 円）は無料です。
＜競馬専門紙プレゼント＞
笠松競馬場特別観覧席にご入場のお客様に、先着で競馬専門紙「競馬エース」をプレゼントいたします。
【実

施】 １２月までの笠松競馬開催期間の各日 先着１００名様

【配布場所】 特別観覧席の入場窓口にてお渡しします。

＜競馬専門紙ＷＥＢ無料公開＞
競馬専門紙「競馬エース」の公式ホームページ上で、予想紙面のフルバージョンを無料公開いたします。
【無料公開期間】 １２月までの笠松競馬開催期間の各日

【表彰式、セレモニー】
１２月１６日（木）
＜第８回ジュニアキング 表彰式＞
実 施：ジュニアキング（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、ＣＣＮ、競馬
ナイン等）でもご覧いただけます。
※ 報道機関の取材、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、公式ホームページの「取材、撮影の取り扱いについて（報道関係者様用）」
をご確認ください。

★ 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、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。

