第１３回競馬「弥生シリーズ」開催のお知らせ

笠松競馬では、短期間に複数の騎手が新型コロナウイルスに感染した事態を受け、第１２回競馬の開催を取り止めましたが、
専門家の指導を受け、感染対策を強化徹底し、第１３回競馬を予定通り開催いたします。
今後も笠松競馬関係者一同、一層の感染対策に努めてまいります。

３月１４日（月）から始まる第１３回競馬「弥生シリーズ」を下記の日程で開催いたします。
【開 催 日】

３月１４日（月） １６日（水） １７日（木） １８日（金）
ＪＲＡネット投票日

【開 門 時 刻】

各日 １０：００

【第１競走発走時刻】

３月１４日、１６日、１８日 １１：２０
１７日 １０：５５

【主 要 競 走】
１４日（月） 第１０Ｒ「早春（そうしゅん）特別」 サラ系Ｂ１組 特別 距離 1,400ｍ
第 ９Ｒ「ウグイスカグラ賞」 サラ系Ｂ２組 特選 距離 1,600ｍ
第１１Ｒ「ユキヤナギ特別」 サラ系Ｃ１３組 特別ロ 距離 1,600ｍ
１６日（水） 第１０Ｒ【第 48 回新緑賞（SPⅡ）トライアル競走】【笠松所属馬限定】
「子葉（しよう）賞」 サラ系３歳オープン 特別 距離 1,400ｍ
第１１Ｒ「桜月（さくらづき）特別」 サラ系３歳１組 特別 距離 1,600ｍ
第 ９Ｒ【ＪＲＡ交流】【３歳未勝利クラス】
「花見月（はなみづき）賞」 サラ系３歳２組（a）特選 距離 1,400ｍ
１７日（木） 第１１Ｒ【第 31 回オグリキャップ記念（SPⅠ）トライアル競走】
サンケイスポーツ杯「第 43 回マーチカップ（SPⅢ）」
サラ系４歳以上オープン 距離 1,900ｍ
第１０Ｒ「弥生（やよい）特別」 サラ系Ａ２組 特別 距離 1,600ｍ
第 ９Ｒ「夢見月（ゆめみづき）特別」 サラ系Ａ３組 特別 距離 1,400ｍ
第１２Ｒ【笠松所属馬限定】
「Ｃ級サバイバル」 サラ系Ｃ級 距離 1,400ｍ
１８日（金） 第１０Ｒ「花桃（はなもも）特別」 サラ系Ｃ１組 特別イ 距離 1,400ｍ
第１１Ｒ「淡雪(あわゆき)賞」 サラ系Ａ４・Ｂ３組 特選 距離 1,400ｍ
第 ９Ｒ「日向水木(ひゅうがみずき)賞」 サラ系Ｃ２組 特選イ 距離 1,600ｍ

【企業・個人協賛競走】
１４日（月） 第３Ｒ「TKD 生誕 30 歳記念」

協賛：匿名 様

第４Ｒ「彩斗有亮森卒業記念」

協賛：久保田廣田勇貴 様

第５Ｒ「智稀誕生記念」

協賛：匿名 様

１６日（水） 第２Ｒ「好きです笠松競馬」

協賛：愛馬会 様

第４Ｒ「第２回清水碧生誕記念」 協賛：清水慎恭 様
第５Ｒ「北川洋之「夢追いレシピ記念」」 協賛：美穂 様
１７日（木） 第５Ｒ「好きです笠松競馬」

協賛：愛馬会 様

１８日（金） 第２Ｒ「おかどん forever 記念」 協賛：匿名 様
第３Ｒ「IZM57 賞」

協賛：匿名 様

第４Ｒ「BigBoss8843 カップ」

協賛：匿名 様

第５Ｒ「田邉 30 杯」

協賛：田邉 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（月） 競馬エース 奥山記者

司会：長谷川 満

実況：百瀬 和己

１６日（水） 競馬エース 竹中記者

司会：長谷川 満

実況：百瀬 和己

１７日 (木)

競馬東 海 郷 記者

司会：長谷川 満

実況：百瀬 和己

１８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！！ ☆☆☆
☆☆☆ ３月１７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（月）
〔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）
ジョイホース浜松
名古屋競馬場、中京競馬場、サンアール（磯部、弥富、大須、一宮）
ＤＡＳＨ（心斎橋、岸和田、和歌山、呉）
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
〔３レース～最終レースを発売〕
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、三本木、石鳥谷、横手）
ＤＩＫＫ秋田、umacco 盛岡大通
１６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
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、三本木、石鳥谷）
ＤＩＫＫ秋田、umacco 盛岡大通
ジョイホース浜松
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）
ＤＡＳＨ（心斎橋、岸和田）
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、宇部、荒尾）
ＪＲＡネット投票
ＳＰＡＴ４
オッズパーク
楽天競馬
１７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
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、三本木、石鳥谷）
ＤＩＫＫ秋田、umacco 盛岡大通
ジョイホース浜松
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）
ＤＡＳＨ（心斎橋、岸和田、和歌山、よかわ、福山駅前、観音寺、呉）
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
〔１０レース、１１レース、１２レースを発売〕
浦和競馬場
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）
高知競馬場、パルス（宿毛、藍住）

〔３レース～最終レースを発売〕
園田競馬場、姫路競馬場
１８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
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、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）
ＤＡＳＨ（心斎橋、岸和田、和歌山、よかわ、福山駅前、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、鳥栖）、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
〔９レース、１０レース、１１レースを発売〕
浦和競馬場
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）
〔１レース～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】
１４日（月） 水沢競馬 全レース（１Ｒ～１０Ｒ） １１：５５～１７：００
浦和競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：１０～１７：１０
金沢競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １０：５０～１７：２０
１６日（水） 浦和競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：１０～１７：１０
園田競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １２：３０～１８：３０
高知競馬 全レース（１Ｒ～１０Ｒ） １５：００～２０：５０（ナイター）
１７日（木） 浦和競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：１０～１７：１０
園田競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １２：２５～１８：２５
１８日（金） 浦和競馬 全レース（１Ｒ～１２Ｒ） １１：１０～１７：１０

【ファンサービス】
＜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】 令和４年３月１４日、１６～１８日、２５日の笠松競馬開催日
※ これまで無料公開を２月までとしておりましたが、上記の期間まで延長いたします。
【表彰式、セレモニー】
現在、岐阜県全域に、新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置が適用中であり、この適用期間中は感染拡大防
止のため、表彰式等は実施いたしません。
【その他】
馬渕繁治騎手の期間限定騎乗が、令和４年３月１８日(金)をもって終了します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため
お別れセレモニーは実施いたしませんが、騎手コメント動画を１８日（金）のレース中継の合間に放映しますので、ご覧く
ださい。

※ 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。
で、競馬を開催いたします。

