事前掲載・当日の取材をお願いいたします
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第３回競馬「鵜飼シリーズ」開催のお知らせ

第３回競馬「鵜飼シリーズ」開催のお知らせ
５月１０日（火）から始まる第３回競馬「鵜飼シリーズ」を下記の日程で開催いたします。
【開 催 日】

５月１０日（火） １１日（水） １２日（木） １３日（金）
ＪＲＡネット投票日

【開 門 時 刻】

各日 １０：３０

【第１競走発走時刻】

５月１０日１１：３０、１１日１１:５０、１２日１１:２５、１３日 １１:００

【主 要 競 走】
月日

主な競走
レース番号

5 月 10 日 第 ９ 競走

レース名

距離

鵜匠（うしょう）特別

サラ系 C１組 特別イ

1,600m

第 ８ 競走

鵜篭（うかご）賞

サラ系 C２組 特選イ

1,400m

第１０競走

【笠松所属馬限定】C 級セレクション

サラ系 C 級 選抜イ

1,600m

鵜飼開き（うかいびらき）特別

サラ系 B１組 特別

1,800m

第 ８ 競走

屋形船（やかたぶね）賞

サラ系 B２組 特選

1,600m

第１０競走

【笠松所属馬限定】C 級サバイバル

サラ系 C 級

1,400m

5 月 11 日 第 ９ 競走

5 月 12 日 第１０競走

【第４回飛山濃水杯（SPⅢ）トライアル】東海クラウン サラ系 A１組 特別

1,400m

第１１競走

かがり火（かがりび）特別

サラ系 A２組 特別

1,600m

第 ９ 競走

【JRA 交流】【JRA4 歳以上 1 勝クラス】

サラ系 A３組 特別

1,400m

サラ系３歳２組（a）特別

1,400m

鵜鮎（うあゆ）特別

サラ系３歳１組（a）特別

1,400m

第１０競走

【笠松所属馬限定】小瀬（おぜ）特別

サラ系３歳１組（ｂ）特別

1,900m

第１２競走

漁火（いさりび）特別

サラ系 C１５組 特別ロ

1,400m

のぼり鮎（のぼりあゆ）特別
第 ８ 競走

【JRA 交流】【JRA３歳未勝利クラス】
若鮎（わかあゆ）特別

5 月 13 日 第１１競走

【企業・個人協賛競走】
１２日（木） 第５Ｒ「イザヨイ誕生杯」

協賛：匿名 様

１３日（金） 第８Ｒ「第３回中京競馬！ただいま開催中」

協賛：名古屋競馬株式会社 様

【パドック解説】 笠松競馬開催中は毎日全レース実施！
５月１０日（火）

解説：競馬エース 奥山 記者 司会：長谷川（満）

実況：西田茂弘

１１日（水）

解説：競馬東海

記者 司会：長谷川（満）

実況：西田茂弘

１２日（木）

解説：競馬エース 竹中 記者 司会：長谷川（満）

実況：西田茂弘

１３日（金）

解説：競馬エース 奥山 記者 司会：長谷川（満）

実況：西田茂弘

郷

☆☆☆ 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）
１０日（火）
〔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
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
〔６レース～最終レース販売〕
ジョイホース浜松
１１日（水）
〔全レース発売〕
レラスポット北彩都 ハロンズ（釧路、岩見沢） イルムふかがわ 琴似駅前場外
金沢競馬場
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
園田競馬場 姫路競馬場
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、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〕
ジョイホース浜松
１２日（木）
〔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
レラスポット北彩都 ハロンズ（釧路、岩見沢） イルムふかがわ 琴似駅前場外
金沢競馬場
園田競馬場 姫路競馬場

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、荒尾、天文館）
JRA ネット投票
SPAT４
オッズパーク
楽天競馬
１３日（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 アプスポット網走
レラスポット北彩都 ハロンズ（釧路、岩見沢、名寄） 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
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
金沢競馬場
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）
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
〔７レース～最終レース発売〕
ジョイホース浜松
園田競馬場 姫路競馬場
【笠松競馬開催中の「他地区競馬競走」の発売】
５月１０日（火）

水沢競馬

全レース（１Ｒ～１２Ｒ）

金沢競馬

全レース（１Ｒ～１１Ｒ）

大井競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１２Ｒ）
１１日（水）

園田競馬

全レース（１Ｒ～１２Ｒ）

門別競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１１Ｒ）
大井競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１２Ｒ）
１２日（木）

園田競馬

全レース（１Ｒ～１２Ｒ）

門別競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１２Ｒ）
大井競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１２Ｒ）
１３日（金）

大井競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１２Ｒ）
園田競馬ナイター 全レース（１Ｒ～１２Ｒ）

【ファンサービス】
＜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しています。
〈予想番組〉
【番組名】『笠松けいば金曜日ライブ』
【時 間】 ５月１３日 １２：００～最終レースまで
【配 信】 YouTube 笠松けいばチャンネル ※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）
アホロートル 安田 遥香さん（太田プロ お笑い芸人）
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
５月１０日(火)
＜大原浩司騎手 地方競馬通算４００勝達成セレモニー＞
大原浩司騎手が、４月２８日の第２回笠松競馬２日目、第１２競走において「インシュラー号」で勝利し、
地方競馬通算４００勝を達成しましたのでセレモニーを行います。
【実 施】実施時間は、決まり次第ＨＰでお知らせします。
【場 所】ウイナーズサークル

※ 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）

