事前掲載・当日の取材をお願いいたします

発表 令和４年４月２２日
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第２回競馬「オグリキャップ記念（ＳＰⅠ）シリ
ーズ」開催のお知らせ

第２回競馬「オグリキャップ記念（ＳＰⅠ）シリーズ」開催のお知らせ
４月 27 日（水）から始まる第２回競馬「オグリキャップ記念シリーズ」を下記の日程で開催いたします。
【開 催 日】

４月２７日（水） ２８日（木） ２９日（祝・金） ５月２日（月）
ＪＲＡネット投票日

【開 門 時 刻】

各日 １０：３０ ※混雑緩和のため予定より早く開門する場合があります。

【第１競走発走時刻】

４月２７日１１：４０、２８日１１:００、２９日１１:３０、５月２日 １１:２５

【主 要 競 走】
月日

主な競走
レース番号

4月27日

レース名

第９競走

【JRA交流】【JRA未勝利クラス】 春和（しゅんわ）特別

サラ系３歳２組（a）特別 1,400m

第８競走

ミルク賞

サラ系３歳２組（b）特選 1,400m

第１０競走 【笠松所属馬限定】 C級サバイバル

4月28日

4月29日

第１１競走

サラ系C級

【地方全国交流競走】
第31回オグリキャップ記念（SPⅠ）

1,400m

サラ系４歳以上オープン 2,500m

第１２競走 小栗孝一（おぐりこういち）メモリアル

サラ系A２組特別

1,800m

第１０競走 晩春（ばんしゅん）特別

サラ系C１組特別イ

1,400m

サラ系B・C級選抜

1,400m

サラ系B１組特別

1,400m

第１１競走

【連携事業】【笠松所属馬限定】【白毛・芦毛馬限定】
ウマ娘シンデレラグレイ賞

第１０競走 麗春（れいしゅん）特別

5月2日

距離

第９競走

スノーフレーク賞

サラ系B２組特選

1,600m

第８競走

ふじの花特別

サラ系３歳１組特別

1,400m

第９競走

赤八汐（あかやしお）特別

サラ系C１４組特別ロ

1,600m

第８競走

山査子（さんざし）賞

サラ系C１５組特選ロ

1,400m

サラ系C級選抜ロ

1,400m

第１０競走 【笠松所属馬限定】 C級セレクション

【企業・個人協賛競走】
２８日（木）

第４Ｒ「ありがとうオグリキャップ杯」 協賛：森田直志 様

２９日（祝・金）第２Ｒ「葛󠄀島兄弟生誕３４周年記念」
第４Ｒ「平口稜真号爆誕メモリアル」

協賛：葛島良紀 様
協賛：タマキンズ 様

【パドック解説】 笠松競馬開催中は毎日全レース実施！
４月２７日（水）

解説：競馬エース 奥山 記者 司会：長谷川（満）

実況：泉悠介

解説：競馬東海

郷

記者 司会：長谷川（満）

実況：泉悠介

２９日（祝・金） 解説：競馬東海

郷

記者 司会：長谷川（満）

実況：泉悠介

解説：競馬エース 竹中 記者 司会：長谷川（満）

実況：泉悠介

２８日（木）
５月 ２日（月）

☆☆☆ 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！！ ☆☆☆
【場外発売場所】 (笠松競馬の競走を発売する他の競馬場等）
２７日（水）
〔全レース発売〕
帯広競馬場 ミントスポット北見 ハロンズ（名寄、釧路、岩見沢） 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（宮古、釜石、種市、安代、山本、三本木、十和田、石鳥谷、横手）

UMACCO 盛岡大通
ジョイホース浜松
金沢競馬場外
名古屋競馬場 サンアール（磯部、大須、一宮、名古屋）中京競馬場
DASH（心斎橋、岸和田）
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
〔２レース～最終レース販売〕
園田競馬場 姫路競馬場
２８日（木）
〔全レース発売〕
帯広競馬場 ミントスポット北見 ハロンズ（名寄、釧路、岩見沢）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（宮古、釜石、種市、安代、山本、三本木、十和田、石鳥谷、横手）
UMACCO 盛岡大通
ジョイホース浜松
金沢競馬場外
名古屋競馬場 サンアール（磯部、大須、ー宮、名古屋）中京競馬場
DASH（心斎橋、岸和田）
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

〔３レース～最終レース発売〕
園田競馬場 姫路競馬場
〔１０レース、１１レース、１２レース発売〕
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（後楽園、京王閣、ひたちなか、伊勢崎、大郷、新潟）オープス（中郷、磐梯）益田場外
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）
〔１１レース発売〕
門別競馬場
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） ハロンズ岩見沢
２９日（祝・金）
〔全レース発売〕
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） ハロンズ岩見沢
帯広競馬場 ミントスポット北見

ハロンズ（名寄、釧路、岩見沢） 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（宮古、釜石、種市、安代、山本、三本木、十和田、石鳥谷、横手）
UMACCO 盛岡大通
ジョイホース浜松
金沢競馬場外
名古屋競馬場

サンアール（磯部、大須、一宮、名古屋）中京競馬場

DASH（心斎橋、岸和田、よかわ、福山駅前、和歌山、観音寺、呉）
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、宇部、荒尾、天文館）
SPAT４
オッズパーク
楽天競馬
〔６レース～最終レース発売〕
園田競馬場

姫路競馬場

〔９レース、１０レース、１１レース発売〕
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（後楽園、京王閣、ひたちなか、伊勢崎、大郷、新潟） オープス（中郷、磐梯） 益田場外
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）

５月２日（月）
〔全レース発売〕
名古屋競馬場

サンアール（磯部、大須、ー宮、名古屋）

中京競馬場
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、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～最終レース発売〕
盛岡競馬場 水沢競馬場 テレトラック（宮古、釜石、種市、安代、山本、三本木、十和田、石鳥谷、横手）
UMACCO 盛岡大通
〔６レース～最終レース発売〕
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】
４月２７日（水）

浦和競馬

全レース（１Ｒ～１２Ｒ）

園田競馬

全レース（１Ｒ～１２Ｒ）

門別競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１１Ｒ）
２８日（木）

浦和競馬

全レース（１Ｒ～１２Ｒ）

園田競馬

全レース（１Ｒ～１２Ｒ）

門別競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１１Ｒ）
２９日（祝・金）浦和競馬

全レース（１Ｒ～１２Ｒ）

佐賀競馬

全レース（１Ｒ～１１Ｒ）

園田競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１２Ｒ）
５月２日（月）

水沢競馬

全レース（１Ｒ～１１Ｒ）

金沢競馬

全レース（１Ｒ～１１Ｒ）

帯広競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１１Ｒ）
船橋競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１２Ｒ）
【ファンサービス】
４月２８日（木）
＜オグリキャップ記念イベント＞
・オグリキャップ記念ＷＥＢ予想会ライブ配信およびパドック解説
アンカツこと「安藤勝己」さんによる「第３１回オグリキャップ記念」予想会のライブ配信とパドック解説
を行います。
〈予 想 会〉
【時 間】 １３：３０～１４：３０頃
【配 信】 YouTube、ニコニコ生放送
※ 放送チャンネル等詳細は、別途お知らせいたします。
【出演者】 安藤勝己さん（元ＪＲＡ・笠松競馬所属騎手）
竹中嘉康さん（『競馬エース』トラックマン）
百瀬和己さん（競馬・相撲実況アナウンサー）

＜先着プレゼント＞
・オグリキャップ記念ノベルティ オリジナルマグカップ
笠松競馬場 特別観覧席 100 名様、ユーホール 50 名様、シアター恵那 50 名様

※おひとり様おひとつまでとさせていただきます。
・オグリキャップサイダー（株式会社浪漫亭さまからのご提供）
笠松競馬場 特別観覧席 100 名様

※おひとり様おひとつまでとさせていただきます。
４月２９日（祝金）
＜ウマ娘シンデレラグレイ連携事業＞
名馬オグリキャップや笠松競馬場を描いた大人気漫画『ウマ娘 シンデレラグレイ』にちなみ、株式会社集英社様お
よび株式会社 Cygames 様全面協力のもと、連携事業を実施いたします。
・連携レースの実施
第１１競走「ウマ娘シンデレラグレイ賞」実施。発走時刻１７時２５分。
名馬オグリキャップの毛色にちなみ、芦毛馬・白毛馬限定で実施いたします。
当該レース限定で、レース名紹介などにウマ娘が登場する特別仕様にもご注目ください。
笠松競馬場にご来場いただき、場名「笠松競馬場」、レース名「ウマ娘シンデレラグレイ賞」が入った特別な馬
券を、ぜひご購入ください。

競走実施場

レース名
発売場所

・ウマ娘 プリティーダービー等身大パネルの掲出（4 月 28 日、29 日及び 5 月 2 日）
オグリキャップ像前にウマ娘 プリティーダービー等身大パネルを掲出いたします。

※画像はイメージです
© Cygames, Inc.
※オグリキャップ像やパネルにはお手を触れないようお願いいたします。レギュレーションが守られない場合
や悪天候等の場合は掲出を取り止めることがありますのでご了承ください。
・ウマ娘 シンデレラグレイ×笠松けいば オリジナルクリアうちわ 先着プレゼント
笠松競馬場 1,500 名様

※画像はイメージです
※おひとり様おひとつまでとさせていただきます。
© 久住太陽・杉浦理史・伊藤隼之介/集英社 © Cygames, Inc.
＜先着プレゼント＞
・【がんばれ！日本の酪農応援キャンペーン】大阿蘇牛乳
笠松競馬場 1,000 名様

※おひとり様おひとつまでとさせていただきます。

＜YoutubeLive 予想番組＞
４月２９日（祝金）から第１四半期の笠松けいば開催時の金曜日（全４回）において、YoutubeLive で笠松けいば
の予想番組を配信いたします。
〈予想番組〉
【番組名】『笠松けいば金曜日ライブ』
【時 間】 １２：００～最終レースまで
【配 信】 YouTube
※放送チャンネル等詳細は、別途お知らせいたします。
【出演者】 坂田 博昭さん（ブロードキャスター）
なかしさん（太田プロ）
笠松けいば専門紙トラックマン
【その他】 番組が好評な場合は第２四半期以降も継続して放送することを検討しています。
番組へのご意見・お問い合わせ等はエースメディア株式会社（kasakin@afk.co.jp）にお願
いします。
【表彰式・セレモニー】※企業協賛レースにかかる表彰を除く
４月２８日(木)
＜第 31 回オグリキャップ記念 表彰式＞
【実 施】第 31 回オグリキャップ記念（第１１競走）終了後
【場 所】本馬場

※ 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。
※ 笠松競馬場では、競馬場へご来場のお客様に公共交通機関（電車）のご利用をお願いしています。笠松競馬場へのご来場は名鉄「笠松駅」
をご利用ください（徒歩５分）

