
平成２９年３月１９日 

ＪＲＡ報道室 

お 知 ら せ 

第３回中山競馬開催日イベント

 

4/16（日）皐月賞当日イベント 

○皐月賞当日、中山競馬場に松坂桃李さんが来場！ 

2017年の JRA CM「HOT HOLIDAYS!」に出演中の俳優・松坂桃李さんが皐月賞表彰式に登場、また、最終レース終了後はパドッ

クにてスペシャルトークショーを行います！ 

■表彰式 

【場 所】 芝コース内                 

【時 間】 皐月賞（ＧⅠ）レース終了後（15：50頃～） 

■スペシャルトークショー 

【場 所】 パドック                

【時 間】 16：40頃～ 

 

○市川・船橋消防局音楽隊によるドリル演奏 

【場  所】 芝コース内  

※荒天時は中止  ※皐月賞のファンファーレ演奏も行います。 

【時  間】 お昼休み（11:40頃～） 

 

○皐月賞記念入場券発売＆スペシャルクオカード抽選会 

【場 所】 各入場門（正門、法典門、中央門、南門） 

【時 間】 開門～ 

【販売枚数】 50,000枚（1枚200円） 

※中山競馬場のみの限定発売、売り切れ次第終了です。 

※当日は一般入場券・JRA競馬場共通入場回数券でもご入場いただけます。 

■記念入場券をご購入いただいた方の中から抽選でスペシャルクオカードをプレゼント！ 

 皐月賞記念入場券（１枚200円）に記載されているシリアル番号下２桁の番号が当選番号と一致した方にクオカードをプレゼ

ントいたします。 

【当選番号発表】 

＜時 間＞ 14：00～ 

＜場 所＞ スタンド１階イベントインフォメーション（25番柱付近）およびターフビジョン 

【賞品】中山競馬場スペシャルクオカード（500円分）  500名様 

※賞品引換は当日の 17：00までとさせていだきます。 

 

○芝コース開放 

【場 所】 本馬場（芝・直線コース） 

【時 間】 16：50頃～17：20頃 （17：10最終入場） 

 ※希望者は芝コース直線前受付までご集合ください。 

※天候・馬場の状態によっては中止となる場合がございます。 

 

○「皐月賞仕様オリジナルゼッケン」販売！ 



皐月賞で使用されるゼッケンは、クラシックレース仕様の紫紺地に黄色文字。それにお好みの文字を入れた世界で１枚だけのオリジ

ナルゼッケンはプレゼントにも最適です！ 

【場  所】 センタープラザ  

【時  間】 4/16（日） 9：00～ 

 第77回皐月賞仕様のゼッケン【紫紺地・黄色文字】の両側にお好きな番号・文字を入れたオリジナルゼッケン

（3,000円）＆ミニゼッケン（1,500円）を皐月賞当日のみ限定販売いたします。 

※番号は１～１８番まで、文字はカタカナ２～９文字までご自由にお選びいただけます、（実在する競走馬の馬名は

お選びいただけません） 

※両ゼッケンとも 9：00～11：00までにお申し込みいただいた各先着100名様については、当日15：30～17：30の

間に商品をお渡しいたします。それ以外の方については後日郵送（一律700円元払い）によるお渡しとなります。 

※その他、会場では「第77回皐月賞出走馬・馬名入りミニゼッケン（各1,000円：計600枚）」や「過去15年歴代

皐月賞優勝馬の勝負服ゼッケンコースター（各500円：計600枚）」、「額入りオリジナル優勝レイゼッケンコースター

（各1,900円：計300個）」を数量限定で販売いたします。 

 

○中山競馬場限定発売！ 第 77回皐月賞グッズ 
【発売日】 4/15（土）入荷次第（12：00頃）～16（日） ※完売次第終了 

【場  所】 ターフィーショップ ベンジャミンプラザ店・ナッキーモール店 

【商  品】 マフラータオル 1,000円 

全出走馬名入り馬番Ｔシャツ 2,000円 

全出走馬 馬番ボールペン 500円 

全出走馬 馬番ストラップ 400円 

全出走馬名入り想い出馬券ホルダー 500円 

 ※商品によっては早々に完売する場合もございますので、予めご了承下さい。 

 

4/15（土）・16（日）皐月賞ウィーク特別オープン！馬場内UMAMI PARK in 中山競馬場～Spring～ 

馬場内の競馬観戦を快適にする“UMAMI PARK”が皐月賞ウィークに特別オープン！パーク内では「うま味」が詰まったグルメカーや楽しい

イベントが目白押し！ 

○皐月賞カウントダウントークショー 

皐月賞当日は人気芸人と一緒に、レース観戦で盛り上がろう！ 

【日 時】 4/16（日） 13：00～16：00 

【出演者】 我が家、Wエンジン、須田 鷹雄、津田 麻莉奈  MC：谷桃子 

【場 所】 UMAMI PARK内特設ステージ 

 

○UMAMIフードパークオープン 

青空の下で食べるグルメは最高！ファミリーで楽しめるメニューをご用意しました！ 

【日 時】 4/15（土）・16（日） 9：00～16：00 

【出店店舗】 

 

カフェ・ハウオリ（クレープ・タピオカドリンク）、Steppin Burger（ハンバーガー・ポテト）、 

プラススパイス（インドカレー・ナン）、Comida 沖縄（タコス） 

KIRIMIちゃんカフェ ※サンリオの大人気キャラクター、KIRIMIちゃんのコラボキッチンカーが登場！ 

 

○ちびっこ集まれ！大人気キャラクターショー 

■4/15（土） キラキラプリキュアアラモード 

【時 間】 ＜キャラクターショー＞お昼休み（11：40頃～） 

＜握手会＞８R終了後（14：00頃～） 

【場 所】 UMAMI PARK内特設ステージ 



■4/16（日） 宇宙戦隊キュウレンジャー 

【時 間】 ＜キャラクターショー＞お昼休み（11：35頃～） 

＜握手会＞８R終了後（14：00頃～） 

【場 所】 UMAMI PARK内特設ステージ 

 

開催日イベント 

○ドバイワールドカップデー応援！日本馬予想抽選会！ 

日本馬の出走も予定されているドバイワールドカップデーの結果に連動した、スペシャル抽選会を行います。 

【受付日時】 3/25（土） 9：20～ 先着1,000名様 

【場 所】 スタンド１階イベントインフォメーション（25番柱付近） 

【賞品引換】 3/26（日）9：00～17：00   

【賞 品】 的中賞  中山競馬場オリジナル ドバイワールドカップデー2017デザインクリアファイル 

 Ｗチャンス賞  中山競馬場オリジナル ドバイワールドカップデー2017デザインバスタオル 

【参加方法】 

 

①3/25（土） 日本馬の勝敗を予想して参加受付 

配布した受付用紙に必要事項をご記入の上、受付でご応募ください。受付時に抽選券をお渡しします。 

※受付時に当日中山競馬場で購入された勝馬投票券500円分（複数枚可）をご提示頂きます。 

②3/26（日） 的中した方は抽選会に挑戦 

予想に的中したお客様にもれなく的中賞をプレゼント。さらに、抽選で 100名様にＷチャンス賞をプレゼントします。 

※参加時には 3/25（土）受付時にお渡しした抽選券をお持ちください。 

 

○週刊Ｇａｌｌｏｐ臨時増刊・21世紀の名馬シリーズ「ブエナビスタ」抽選会 
【日  時】 3/26（日） 開門～ ※なくなり次第終了 

【場  所】 ターフィーショップ ベンジャミンプラザ店前 

【参加方法】 週刊Gallop臨時増刊・21世紀の名馬シリーズ第２巻「ブエナビスタ」を購入または持参された方300名様に抽

選で賞品をプレゼント。 
【賞  品】 ブエナビスタレース写真パネル、週刊Gallopオリジナルグッズほか 

 

○月刊『優駿』抽選会 
3/25（土）発売の月刊『優駿』2017年4月号（税込720円）をご持参されるか、その場でご購入されたお客様は、先着で写

真パネルやバンダナなどの優駿オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。 

【日  時】 4/1（土）・4/2（日） 開門～  

【場  所】 ターフィーショップ ベンジャミンプラザ店前 

【参加方法】 『優駿』4月号を購入または持参された方を対象にスピードくじ抽選を実施、各日先着で景品をプレゼント。 

4/1（土） 先着200名様     4/2（日） 先着200名様 

※抽選会にご参加された場合、お持ちの冊子に小さな検印を押させていただきます。 

【賞  品】 優駿オリジナルグッズほか  

 

○GⅠ昇格！大阪杯わくわくチャレンジ 

【日 時】 4/2（日） 9：20～ 先着800名様 

【受付場所】 スタンド１階イベントインフォメーション（25番柱付近） 

【賞品引換】 大阪杯（GⅠ）レース確定後～17：00   

【賞 品】 モンシェールアートコレクション 100名様 

【参加方法】 ①中山競馬場で当日購入された大阪杯（GⅠ）の勝馬投票券1,000円分以上（複数枚可）をお持ちいただいた方

に、枠色カードを 1枚配布いたします。 



②大阪杯（GⅠ）優勝馬の枠色とお手持ちのカードの色が一致した方100名様に賞品をプレゼント！ 

※枠色カードは選べません。 

※ご参加はお一人様1日1回限りとさせていただきます。 

※1着同着の場合は若い番号の枠色を当選とさせていただきます。 

※賞品の引換は当日のみ有効です。  

 

○サンケイスポーツスペシャル抽選会 

大阪杯（ＧⅠ）当日、サンケイスポーツが主催するスペシャル抽選会を行います。4/2（日）付のサンケイスポーツをご持参の方、先着

1,000名様にオリジナルグッズなどをプレゼント！ 

【日 時】 4/2（日） 開門～ 先着1,000名様 

【受付場所】 正門前広場特設ブース 

【賞 品】 サンスポオリジナルグッズほか 

 

○駐車場あいのりキャンペーン 

３名様以上お乗り合わせで、ＪＲＡ駐車場をご利用いただきますと、駐車場利用料金（通常2,000円）とＪＲＡ競馬場共通入

場回数券（８枚１組1,000円）がセットで2,000円のおトクな割引料金でご利用いただけるキャンペーンを行います。 

【日 時】 4/15（土） 駐車場開場～15：00 

【利用方法】  １台の車両に３名様以上でお乗り合わせて、15：00までにＪＲＡ直営駐車場にご入場いただいたお客様に回数

券引換券をお渡しいたします。 

15：30までに各入場門の入場券発売所でJRA競馬場共通入場回数券とお引換えください。 

※各駐車場料金所にてお客様の人数確認をさせていただきます。その場で３名様以上のご乗車が確認でき

ない場合は、サービス対象外となりますので、あらかじめご了承ください。 

※中山競馬場のＪＲＡ直営駐車場は５ヶ所ございます。JRAホームページ内の駐車場のご案内でご確認くださ

い。（民間の駐車場は対象となりませんのでご注意ください。） 

 

○来場ポイントキャンペーン２０１７ 

詳細はＪＲＡホームページをご覧ください。 

■来場ポイントキャンペーン連動 NEW大阪杯（GⅠ）Tシャツ抽選会！ 

4/2（日）大阪杯当日は１ポイントで参加できる抽選会を実施します。 

【日 時】 4/2（日） 開門～14：00 

【当選発表】 15：00～ ターフビジョンまたは賞品引換所 

【賞品引換所】 スタンド地下ベンジャミンプラザ 

【賞品引換】 15：00～17：00   

【賞 品】 NEW大阪杯Tシャツ（全４種） 500名様 

【参加方法】 ① ポイント獲得と同時にレシート発行、抽選会に参加 

② レシートに記載の番号を確認、当選された方500名様にNEW大阪杯Tシャツをプレゼント 

※賞品の引換は当日のみ有効です。※Tシャツのデザイン・サイズは選べません。  

 

○春季開催特別展示「RＯＡD TO SPRING」 

春競馬や皐月賞をテーマに、過去の優勝馬や最新トピックスを展示します！ 

【日 時】 全開催日 開門～ 

【場 所】 スタンド１階馬場側35番柱付近 

 

○お昼休みミニトークショー「今日のイチオシ馬券を探せ！」 

お昼休み限定！専門家が馬券予想のヒントを教えます！ 



【日 時】 3/25（土）、3/26（日）、4/１（土）、4/2（日）、4/8（土）、4/9（日）、4/15（土）  お昼休み 

【場 所】 スタンド地下ベンジャミンプラザ特設ステージ 

【出 演】 3/25（土） 六車 奈々、竹山 まゆみ  3/26（日） 井内 利彰、長谷川 雄啓 

4/１（土） 木村 拓人、 天童 なこ   4/2（日） キャプテン渡辺、津田 麻莉奈 

4/8（土） 古谷 剛彦、 守永 真彩   4/9（日） 辻 三蔵、竹山 まゆみ 

4/15（土） 細江 純子、 井内 利彰 

 

◯春の競馬場を歩こう！バックヤードツアー 

普段入ることのできない、中山競馬場の裏側をご案内します。 

【日 時】 3/25（土）・4/1（土）・8（土）・15（土） ※各日抽選20名様 

【実施時間】 

【受付時間】 

最終レース終了後〜17：00頃まで 

開門〜13：00 

【参加受付】 スタンド 1階イベントインフォメーション（25番柱付近） 

※ 当選者は 14:00頃にスタンド 1階イベントインフォメーション及びターフビジョンで発表します。 

※ 1回のご応募で最大4名様までお申込みできます（中学生以下の方は数に含みません）。 

 

○ビギナーズセミナー 

【日 時】     全開催日 10:00〜15:00 

【場 所】     スタンド1階15番柱付近、ターフィーショップナッキーモール店横 

 

○UMAJO SPOT 

詳細はUMAJOホームページをご確認ください。 

 

物産展・グルメイベント 

○青森物産展 

【日 時】  3/25（土）、26（日） 開門～ 

【場 所】 正門前広場 

 

○船橋物産展 

【日 時】  4/2（日） 開門～ 

【場 所】 正門前広場 

 

○千葉の駅弁フェア 

【日 時】  全開催日  開門～ ※商品がなくなり次第終了 

【場 所】 スタンド１階37番柱付近売店、スタンド３階37番柱付近売店 

【商 品】 的中弁当 1,000円、漁り弁当 1,150円、（4/16のみ）皐月賞弁当 2,000円（300個限定） 

 ※各商品は数量限定です。 ※販売内容は都合により変更となる場合があります。 

 

○スイーツフェア 

■花畑牧場 

【日 時】  3/25（土）～4/2（日） 開門～ 

【場 所】 スタンド１階馬場側32番柱付近 

【商 品】 十勝カタラーナ 1,080円、カッサータ（フルーツ） 1,080円他 



■京都杏仁本舗 

【日 時】  4/8（土）～4/16（日） 開門～ 

【場 所】 スタンド１階馬場側32番柱付近 

【商 品】 京杏仁（各種） 350円、杏仁チーズケーキ 1,180円他 

 

○グルメキッチンカー 

■プルコギ丼 

【日 時】  4/8（土）～4/16（日） 開門～ 

【場 所】 南門付近 

【商 品】 プルコギ丼 800円、プルコギ丼（温玉のせ） 900円 

■分厚いポークステーキ丼 

【日 時】  4/9（日）～4/16（日） 開門～ 

【場 所】 南門付近 

【商 品】 分厚いポークステーキ丼 800円、おつまみポークステーキ 600円、ＢＢＱスペアリブ（ポテトセット）800円、 

豚塩カルビ串 400円 

 

○皐月賞オリジナルカクテル販売 

【日  時】 3/25（土）～4/16（日） 開門～ ※カップ付カクテルはなくなり次第終了 

【場  所】 スタンド 2階37番柱付近売店「BAR SATSUKI」 

【商  品】 皐月賞オリジナルカクテル（カップ付）  1,000円 

皐月賞オリジナルカクテル（カップなし）   700円 

皐月賞ノンアルコールカクテル（カップ付）1,000円 

皐月賞ノンアルコールカクテル（カップなし） 700円 

 

○駿馬茶販売 
「ゴールドシップ号」パッケージ２種類のデザインを販売します 

【日  時】 3/25（土）～ 完売次第終了 

【場  所】 スタンド内売店「Two days」、地下新聞売店 

【価  格】 １本150円 

 

○馬とのふれあいイベント＆馬場内「緑の広場」お子様向けアトラクション 
中山競馬場の馬場内「緑の広場」は、実際に馬たちと触れ合えるポニーリンクや、お子様向けの遊具など、ご家族で楽しめる

施設が盛りだくさんです！皆様のご来場をお待ちしています！詳細はこちらをご覧ください。 
 

※各イベントは、天候その他の都合により、中止または内容を変更させていただく場合がございます。 

※勝馬投票券をご提示いただくイベント・キャンペーンでは、勝馬投票券に押印をさせていただきますが、払戻には影響はございません。 

※勝馬投票券をご提示いただくイベント・キャンペーンでは、１枚の勝馬投票券を複数のイベント・キャンペーンに併用することはできません。 

※各キャンペーンにご応募の際、お客様からご提供いただく個人情報は、キャンペーンの運営の目的以外には一切使用いたしません。 

 

 

担当：ＪＲＡ中山競馬場お客様事業課 

ＴＥＬ ０４７－３３４－２２２２ 

ＦＡＸ ０４７－３３２－３３２７ 

http://jra.jp/facilities/race/nakayama/news/fureai.html

