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平成２９年８月１２日 

Ｊ Ｒ Ａ 報 道 室 

 

平成２９年第２回札幌競馬開催日イベントについて 

 

 第２回札幌競馬は、８月１９日（土）から９月３日（日）までの毎週土日、計６日間開催い

たします。ＧⅡレース・札幌記念の開催日にはトークショーゲスト及びプレゼンターとして

実力派俳優の柳楽優弥さんが登場し、前日には元トップジョッキーの岡部幸雄さんが翌日の

札幌記念のレース展望を語ります。以降も元オリンピック体操選手の田中理恵さんや若手人

気女優の武田玲奈さんのイベントの他、お子様に人気のプリキュアショーを実施。８月２６

日（土）と翌２７日（日）には世界の超一流ジョッキーが腕を競い合う「ワールドオールスタ

ージョッキーズ」が行われ、出場騎手応援抽選会などのイベントも同時開催。９月２日（土）

には、芦毛馬でＧＩ勝利数最多を誇るゴールドシップ号が登場します。最終日となる９月３

日（日）は「フリーパスの日」として、無料でご入場いただくことができ、先着１万３千名様

が対象のオリジナルグッズプレゼントや、「芝コース開放」など、今年の札幌競馬を締めくく

るイベントを行います。その他、情報サイト「札幌１００マイル」が厳選した人気店が集まる

グルメイベントや、女性専用の「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」、「もいわテラスビヤガーデン」な

ど、食を楽しめるスポットが連日オープン。「体験乗馬」などの馬とのふれあいイベントも期

間中の毎週土日に実施しております。 

 日頃から競馬に親しんでくださっている方々はもちろんのこと、ご家族にも札幌競馬場の

夏を満喫していだけるよう、多彩なイベントをご用意しております。皆様お誘い合わせの上、

アクセスの良い札幌競馬場へぜひお越しください。 

 

※イベントの内容等は、天候、その他の都合により変更、中止する場合がございます。予めご

了承ください。 

 

 

 

来場ゲストイベント 

 

■柳楽優弥 トークショー＆札幌記念（ＧⅡ）プレゼンターとして登場 

 現在、ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターとして、「ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳ！」

に出演中の柳楽優弥さんが札幌記念プレゼンターとして登場！ 最終レース後にはトークシ

ョーも行います！ 

 【実施日】８月２０日（日） 札幌競馬場開設１１０周年記念 札幌記念（ＧⅡ）当日 

【時間】トークショー／１６：４０頃〜 

【場所】スタンド前ステージ 

 

■田中理恵のＷＯＲＬＤ ＳＴＡＧＥトーク 

メインレースプレゼンターとしても登場！ 元体操選手で２０１２年のロンドンオリンピ

ックに出場し、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会理事も務め

る田中理恵さんが札幌競馬場に初登場。貴重なトークをお楽しみください。 

【実施日】８月２７日（日） キーンランドカップ（ＧⅢ）当日 

【時間】１１：３５頃〜 

【場所】スタンド前ステージ 

 

■武田玲奈のハタチの夏ケイバトーク 

メインレースプレゼンターとしても登場！ 現在放送中の「マジで航海してます。」に主

演、７月に２０歳になったばかりのブレイク中のモデル・女優の武田玲奈さんが札幌競馬場

に初登場。札幌競馬最終日を盛り上げます。 

【実施日】９月３日（日） フリーパスの日〔入場無料〕 

【時間】１１：２５頃〜 

【場所】スタンド前ステージ 

 

■岡部幸雄 ２０１７札幌記念（ＧⅡ）展望トーク 

騎手として歴代２位となる２，９４３勝をあげた元トップジョッキーの岡部幸雄さんが、

翌日に控えた札幌記念の展望を語り尽くします。 

【実施日】８月１９日（土） 

【時間】１６：３５頃〜 

【場所】スタンド前ステージ 
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２０１７ワールドオールスタージョッキーズ 

 

■２０１７ワールドオールスタージョッキーズ 

 世界のトップジョッキーが札幌に集結！ 世界で活躍する超一流ジョッキー達が一堂に会

し、４つの対象レースの獲得ポイントを競い合う夢のイベント。 

【対象レース】８月２６日（土）：第１０Ｒ・１１Ｒ 

       ８月２７日（日）：第１０Ｒ・１２Ｒ 

 

■オープニングセレモニー 

 １４名の出場騎手がアナウンスとともに登場！ 

 【実施日】８月２６日（土） 

【時間】１１：３５頃〜 

【場所】ウイナーズサークル 

 

■総合表彰式 

 繰り広げられた熱戦のフィナーレを飾ります。田中理恵さんも登場！ 

 【実施日】８月２７日（日） 

【時間】１６：４０頃〜 

【場所】パドック 

 

■ワールドオールスタージョッキーズ出場騎手応援抽選会 

 もらったカードの騎手を応援しよう！ 当日ご購入の勝馬投票券５００円以上のご提示で

出場騎手が記載された抽選カードと参加賞をプレゼント。抽選カードの騎手と対象レースの

勝利騎手が同一だった場合、ワールドオールスタージョッキーズオリジナル賞品がもれなく

もらえます。 

 【実施日】８月２６日（土）・２７日（日） 

【カード配布時間】９：３０頃〜１５：００ ※なくなり次第終了 

【対象レース】２０１７ワールドオールスタージョッキーズ 第１〜４戦 

【当選発表・賞品引換時間】８月２６日（土）１５：４５頃〜１７：００ 

             ８月２７日（日）１６：２５頃〜１７：００ 

【場所】１階 ファンファーレホール外 特設ブース 

【受付人数】各日先着１，４００名様 

※未成年の方はご参加いただけません。 

※賞品引換は当日のみとなります。 

※抽選カードはお一人様各日１枚限りとさせていただきます。 

 

 ○参加賞 各日 １，４００名様 

  ワールドオールスタージョッキーズオリジナルリストバンド 

 

 ○ワールドオールスタージョッキーズオリジナル賞品 各レース １００名様 

  ８月２６日（土） 

   ワールドオールスタージョッキーズオリジナルクーラーバッグ 

  ８月２７日（日） 

    ワールドオールスタージョッキーズオリジナルステンレスボトル 

 

■札幌１００マイル厳選！ 札幌の今旬なグルメ大集合！ 

ワールドオールスタージョッキーズ 特別編 

 ワールド感満載の料理とビールをご提供！ 世界の食を堪能できる２日間！ 

 【実施日】８月２６日（土）・２７日（日） 

【時間】９：００頃〜なくなり次第終了 

【場所】馬場内 特設スペース 

 

  ○パークデリ 

北海道そば粉で作ったフランス料理のキッシュをはじめ、パスタやピクルスなど洋風

料理を提供。 

 

  ○ビアセラーサッポロ 

札幌市の姉妹都市でもあるポートランド市をはじめとした、米国・オレゴン州から直

輸入したクラフトビールを中心にセレクトした酒販店が出店。 

 

■ワールドミュージックＬＩＶＥ 

 【実施日】８月２６日（土）・２７日（日） 

【時間】演奏スケジュールは、インフォメーション等でご確認ください。 

【場所】場内各所 

 【演奏】デキシーストリートバンド 
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グルメイベント 

 

■美・食・“充”を発信するサイト 札幌１００マイル厳選！札幌の今旬なグルメ大集合！ 

 定番の人気グルメから最旬のグルメまで、毎週競馬場に来たくなるラインナップを取り揃

えています！ 

 【実施日】８月１９日（土）・２０日（日）、９月２日（土）・３日（日） 

【時間】９：００頃〜なくなり次第終了 

【場所】馬場内 特設スペース 

 【出店スケジュール】 

◎８月１９日（土）・２０日（日） 

○ＭＥＮ-ＥＩＪＩ ＨＩＲＡＧＩＳＨＩ ＢＡＳＥ 

素材と製法にこだわった人気の札幌ラーメン。人気グルメサイトでもランキング上

位に入る人気店。化学調味料は一切使用せず、北海道産小麦の自家製麺と伝統的手

法にこだわりつつ、独自のスタイルのラーメンを確立しています。 

【販売品目】札幌味噌カリカリチキン乗せ（８５０円） 

 

◎９月２日（土）・３日（日） 

○ＢＩＳＴＲＯ ＢＯＮ（ビストロボン） 

池田牛メンチカツが話題の人気洋食店。札幌駅地下歩行空間直結ビル「ｓｉｔａｔ

ｔｅ ｓａｐｐｏｒｏ」に３月４日オープン。北海道の美味しいものを提供し続け

ているタフスコーポレーションの洋食系の新店舗。池田牛のメンチカツが人気。 

【販売品目】いけだ牛まるごとメンチカツバーガー（７００円） 

 

■もいわテラスビヤガーデン 

 開放的なテラスで夏満喫！ 

 【実施日】８月１９日（土）〜９月３日（日） 

 【時間】１６：００〜１８：００（ＬＯ １７：３０） 

 【場所】２階 もいわテラス 

 【飲み放題料金】１，５００円 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 ※その他、フードメニューもございます。 

 

 

 

■旬なフードやドリンクが勢ぞろい キッチンカーがやって来る！ 

人気店が登場！ バラエティー豊かなメニューが競馬場で楽しめます。 

 【実施日】８月１９日（土）〜９月３日（日） 

【時間】開門〜なくなり次第終了 

【場所】２階 もいわテラス、馬場内 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 ※天候、その他都合により変更、中止する場合がございますので、予めご了承願います。 

 

 【出店スケジュール】 

＜２階 もいわテラス＞ 

◎８月１９日（土）〜９月３日（日） 

○なると屋 

【販売品目】若鶏の半身揚げ 

○豊平峡タンドール号 

【販売品目】チキンカレー 

○布袋 

【販売品目】ザンギ 

○サッポロライオン 

 【販売品目】アルコール飲料 

 

◎８月１９日（土）・２０日（日） 

○ベターデイズ 

 【販売品目】鷹栖牛メンチコロッケバーガー 

○スパイスモンスター 

 【販売品目】道産野菜たっぷりカレー 

○戦国屋台 

 【販売品目】ジンギスカン丼 

○もちポテ北海道 

 【販売品目】もちもちポテト 

 

◎８月２６日（土）・２７日（日） 

 ○ワールドグルメフェア 

 【販売品目】ケバブ、香港焼きそば、ポテト、ソーセージ 
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◎９月２日（土）・３日（日） 

○ＲＥＤ ＣＨＩＬＩ 

【販売品目】スープカレー 

○竜鳳 

 【販売品目】やきとり 

○ＴＯＫＩＪＩＲＯ 

【販売品目】けずりイチゴ 

○もちポテ北海道 

 【販売品目】もちもちポテト 

 

＜馬場内＞ 

◎８月１９日（土）〜９月３日（日） 

○Ｃａｆé Ｐａｎ ｇｉ 

【販売品目】コーヒー・チュリトス 

  

 ◎８月１９日（土）・２０日（日）、９月２日（土）・３日（日） 

○くりやまコロッケ 

【販売品目】ポテトコロッケ 

○グラフミューラー 

【販売品目】バームクーヘン 

 

◎８月２６日（土）、８月２７日（日） 

○ＳＡＴＯ ＳＨＯＰ 

【販売品目】クレープ 

 

■公式カクテル販売 

 札幌競馬場開設１１０周年を記念し、オリジナルデザインのカップで提供 

 【実施日】８月１９日（土）〜９月３日（日） 

 【時間】開門〜 

 【場所】スタンド１・２階「Ｔｗｏｄａｙｓワゴン」 

 【販売品目】マリモヒート、はまなすモヒート、メロンモヒート 各１，０００円 

 ※限定１，１００杯 

 ※毎週土・日曜日に販売します。 

 

■オリジナルペットボトル「駿馬茶」競馬場限定販売 

 ９月２日に来場するゴールドシップ号がデザインされた期間限定ボトル！ 

 【実施日】８月１９日（土）〜９月３日（日） 

 【時間】開門〜 

 【場所】スタンド１・３階「Ｔｗｏｄａｙｓ売店」 

 【価格】１５０円 

 ※数に限りがございます。 

 

 

 

名馬招待イベント 

 

■札幌２歳ステークス（ＧⅢ） ゴールドシップ号 最終レース後にパドックに登場！ 

 【実施日】９月２日（土） 

 【時間】１６：３５頃〜 

 【場所】パドック 

 

 

 

ＵＭＡＪＯイベント 

 

■ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ【女性専用エリア】 

 人気のカフェやお店が集まる札幌競馬場の「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」！  今年も女子の

“好き♡”がいっぱいです。あなたもＵＭＡＪＯになってみませんか？ 

 【実施日】８月１９日（土）～９月３日（日） 

 【時間】開門～１６：３０頃 

【場所】２階 もいわテラス 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 ※男性のお客様は未就学児を除き、女性お一人様につき１名様までご利用いただけます。 

 ※ご利用は１日１回とさせていただきます。 

 ※休憩のみのご利用はご遠慮ください。 

 ※ご利用時間は、最大６０分とさせていただきます。 

 ※飲食物のお持ち込みはお断りさせていただきます。 

 ※天候その他の理由により内容が変更、中止となる場合がございます。予めご了承くださ
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い。 

 ※ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ内でご提供する“勝馬投票券が必要なサービス”に必要な勝馬投

票券は、他イベント等で既に使われた勝馬投票券はご利用いただけません。 

 ※価格はすべて税込です。 

 

 

■ＳＷＥＥＴＳ 

 インスタ映えするスイーツは見逃せない！ 

 

◎８月１９日（土）・２０日（日） 

○ツルカフェ 

【販売品目】オリジナルＵＭＡＪＯサブレ 馬型（３５０円） 

                    蹄鉄（２３０円）など 

 

○キャンバスケークス 

【販売品目】ＵＭＡＪＯカップケーキ（４５０円）など 

 

◎８月２６日（土）・２７日（日） 

○餅菓子商 白谷 

【販売品目】大福４種セット（４５０円） 

 

○ケイクアンドカフェコレット 

【販売品目】サラブレッドクッキー（２５０円）など 

 

◎９月２日（土）・３日（日） 

○日曜日のクッキー。 

【販売品目】馬のアイシングクッキー（３５０円）など 

 

■ＧＥＬＡＴＯ 

 夏ケイバにぴったり！ ジェラート専門店がＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴに登場！ 

◎８月１９日（土）〜９月３日（日） 

○ジェラテリア ジェリーム 

【販売品目】キャロット（３５０円） など 

 

■ＣＯＦＦＥＥ 

 珈琲の名店めぐりはいかが？ 

◎８月１９日（土）・２０日（日） 

○板東珈琲 

【販売品目】ＵＭＡＪＯブレンド（ホット珈琲）（４００円） 

      アイスコーヒー（４００円）など 

 

◎８月２６日（土）・２７日（日） 

○森彦 

【販売品目】ＵＭＡＪＯブレンド（ホット）（５００円） 

      アイスコーヒー（５００円）など 

 

◎９月２日（土）・３日（日） 

○ＳＡＴＯ ＣＯＦＦＥＥ 佐藤珈琲 

【販売品目】ＵＭＡＪＯブレンド（４００円） 

      ミックスベリーのスムージー（６００円）など 

 

■ＬＵＮＣＨ 

 キレイになれちゃうヘルシーランチ！ 

 全品野菜ポタージュつき（９００円） 各日限定５０食 

○ｆｒｅｅ ｄｉｎｉｎｇ ｆｏｏｄ チムチム 

   シティフレンズと共同開発 

 

◎８月１９日（土）・２０日（日） 

【販売品目】ハーブマリネのグリルチキンライス柑橘ドレッシングサラダ仕立て 

       

◎８月２６日（土）・２７日（日） 

【販売品目】牛肉と夏野菜たっぷりのトマトドリア 焼きチーズのせ 

 

◎９月２日（土）・３日（日） 

【販売品目】栗とお豆のローストポーク丼 野菜仕立ての和風グレービーソース添え 

 

■ＡＬＬ ＨＡＮＤＭＡＤＥ ＆ ＯＲＩＧＩＮＡＬ おうまのクラフトマルシェ 

 雑貨クリエーター立川祐子さんのＵＭＡＪＯオリジナル作品をはじめ、道内のクラフト作
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家による馬をモチーフにしたキュートなアイテムが勢ぞろい。見てるだけでもワクワクしち

ゃう。枠色８色でつくるＵＭＡＪＯオリジナル「ワクワクうまニョロ」販売予定！ 

 【実施日】８月２７日（日） 

 【時間】開門～１６：３０頃 

 

■女性限定 ＭＥＮＡＲＤ ビューティーハンドケア 

 プロのハンドケアでココロもカラダもリラックスする女子力ＵＰなひとときを。 

 【実施日】９月２日（土） 

 【受付時間】１０：００～１５：００ ※定員になり次第締切 

 【所用時間】お一人様約１０分程度 

【料金】無料 

【定員】先着２０名様 

 ※当日ご購入、確定前の勝馬投票券１００円分以上のご提示が必要です。 

 

■女性限定「ＵＭＡＪＯオリジナル グラスネイルファイル」プレゼント！ 

 ビューティーサロンのプロが使っているネイルケアアイテムをプレゼント！ 

 【実施日】８月１９日（土）〜９月２日（土） 

【定員】各日先着３００名様 

 ※予定数がなくなり次第終了とさせていただきます。 

 

■女性限定 ケイバの初心者、大歓迎！ 重賞直前ワンポイントレッスン 

 「馬券って、どうやって買うの？」「馬の調子って、どこで判断するの？」そんなキホン中

のキホンをケイバの先輩がやさしくレクチャー。「重賞って何？」というあなたでも、いきな

り的中させちゃうかも？ 

 【実施日】８月２０日（日）、８月２７日（日）、９月２日（土） 

 【時間】１４：３０〜１５：００ 

【受付時間】開門〜 ※定員になり次第締切 

【定員】各日先着８名様 

【料金】無料 

 

■女性限定 競馬の楽しさ、まるわかり！ ＵＭＡＪＯツアー 

 馬券の買い方から、パドック見学、レース観戦まで、ケイバを楽しむ一連の流れをエスコ

ート。 

 【実施日】８月１９日（土）〜９月３日（日） 

 【時間】１３：３０〜 １時間程度 

【定員】各日先着８名様程度 

【受付】入場ゲート付近ビギナーズセミナー受付 

 ※毎週土・日曜日に販売します。 

 

 ＳＴＥＰ１ ビギナーズセミナーでケイバを学ぼう 

  参加者のレベルに合わせてレクチャー。馬券の買い方も。 

 ＳＴＥＰ２ パドックを見学しよう 

  セミナー講師の解説付き。馬のパドック（下見所）見学。 

 ＳＴＥＰ３ 予想してみよう 

  馬券を買うも、買わぬもよし。馬券を講師と予想！ 

 ＳＴＥＰ４ レース観戦 

  ゴールのすぐ前「はなまえ」で大迫力のレース観戦！ 

 ＳＴＥＰ５ ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴでひと休み 

  最後にＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴでアンケート。感想を聞かせてください。 

 

■女性限定 ＵＭＡＪＯチャレンジラリー 

 イベントに参加するだけでも１ポイントもらえます。詳しくはＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴでも

らえるチャレンジラリーカードをチェック！ 

 【実施日】８月１９日（土）〜９月３日（日） 

【時間】開門〜１６：３０ 

※毎週土・日曜日に販売します。 

 【賞品】 

  ○Ａ賞 センサーアロマセット ５０名様 

  ○Ｂ賞 ホワイトミラー １００名様 

  ○Ｃ賞 マスクケース ５００名様 

  ○参加賞 あぶらとり紙 

 

■ＵＭＡＪＯにおすすめ♪ ＰＨＯＴＯ ＳＰＯＴ ＭＡＰ 

 札幌競馬場ならではの魅力を感じられる５つのスポットをご紹介！ 芝生の上で、かわい

いガーデンで、記念写真をとっちゃおう！ 

 ○ＰＨＯＴＯ ＳＰＯＴ１ もいわテラス 

  藻岩山と札幌の街並みが一望できちゃう。 

 ○ＰＨＯＴＯ ＳＰＯＴ２ ターフサイドシート 



7 

 

  ラストスパートする馬たちの迫力を感じられる観覧シート。 

 ○ＰＨＯＴＯ ＳＰＯＴ３ まきばガーデン 

  北海道や蹄鉄をかたどった花壇で競馬場来場記念ショットを。 

 ○ＰＨＯＴＯ ＳＰＯＴ４ ＷＡＳＪ優勝騎手記念モニュメント 

  歴代のＷＡＳＪ覇者そっくりと評判の人形と手形は必見！ 

 ○ＰＨＯＴＯ ＳＰＯＴ５ 蹄鉄花壇 

  幸運を呼ぶラッキーアイテム「蹄鉄」型の花壇で写真を撮ったらいいことあるかも！？ 

 

■女性限定 ＳＮＳ投稿で限定スイーツＧＥＴ！ 

 上記の「ＵＭＡＪＯにおすすめ ＰＨＯＴＯ ＳＰＯＴ」で写真を撮ったら「＃ｓ２ｕｍ

ａｊｏ」をつけてＳＮＳにアップ。シェア画面をＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴでスタッフに見せる

とオリジナルスイーツがもらえちゃう！ 

 【時間】開門〜１６：３０ 

 【定員】各日先着５０名様 

 ※対象ＳＮＳは、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍです。 

 

 

 

ファミリーイベント 

 

■キラキラ☆プリキュアアラモード ショー（観覧無料） 

みんなの大好きなプリキュアたちがやってきます！ 

【実施日】９月２日（土） 

【時間】キャラクターショー／１１：３０頃〜 

     ※ショー終了後、握手会実施 ※雨天時は握手会のみ実施 

    握手会／１４：２０頃～ 

【場所】馬場内ステージ 

 

■お子様限定 謎解きゲーム、君の馬は何着！？ 

君が乗る馬は何着になるのか？謎解きに挑戦してみよう。 クリアしたら駄菓子のつかみ

取りにチャレンジできるよ！ 

【実施日】８月１９日（土）～９月３日（日） 

【時間】開門～ 

【場所】１階 ファンファーレホール イベント運営本部 

【参加資格】お子様限定 

【賞品】駄菓子つかみ取り 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

 

■馬とのふれあいイベント・キッズアトラクション 

かわいいポニーや大型馬たちと一緒に遊ぼう♪ 

 【実施日】８月１９日（土）〜９月３日（日） 

 【実施内容】馬車試乗会、ミニチュアホース、パカパカドームなど 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 ※天候や馬の体調その他の理由により、内容・時間・場所等を変更または中止させていた

だく場合がありますので予めご了承ください。 

 ※安全のため、係員が危険と判断した場合には、お断りすることがあります。（妊娠・飲酒

等） 

 

 

 

抽選会イベント 

 

■ハズレなし 札幌２歳ステークス フレッシュ抽選会 

 先着１，０００名様に豪華賞品が当たる！ 

 【実施日】９月２日（土） 

 【時間】９：２０頃～１２：００（無くなり次第終了） 

 【場所】１階 ファンファーレホール外 特設ブース 

 ※当日ご購入の勝馬投票券（合算可）２，０００円以上のご提示で抽選会にご参加いただけま

す。 

 ※勝馬投票券は他の抽選会と併用できません。 

 ※参加（抽選）はお一人様１回限りとさせていただきます。 

 ※未成年の方は、ご参加いただけません。 

 

 【賞品】 

  ○１等 パナソニック プライベートビエラ １名様 

  ○２等 ファイターズ戦ペア観戦チケット（９月１２日（火）ＶＳ楽天イーグルス） ５０組

１００名様 
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  ○３等 パナソニック 衣類スチーマー ５名様 

  ○４等 ファイターズ シリーズ限定ユニフォーム １５０名様 

  ○５等 カタログギフト（新潟・九州のいずれかをお選びいただけます）２０名様 

 

  ○ＪＡＬ賞 旅行券２０，０００円分 ２名様 

  ○京王プラザ賞 ペア宿泊券 １組２名様 

          １階・地下１階レストランお食事券 ２組４名様 

  ○サッポロビール賞 麦とホップ半年分 ２名様 

  ○ポッカサッポロ賞 リボンナポリン＆リボンシトロン２本セット ３６０名様 

 

  その他、多数の賞品をご用意しております！ 

 

■重賞レース レプリカゼッケンプレゼント 

 お好きな馬番号のレプリカゼッケンが、各出走馬につき５名様に抽選で当たる！ 

 【実施日】８月２０日（日）札幌競馬場開設１１０周年記念 札幌記念（ＧⅡ） 

      ９月２日（土）札幌２歳ステークス（ＧⅢ） 

 【受付時間】９：２０頃～１５：１５ 

 【当選発表・賞品引換時間】１６：００頃～閉門 

 【場所】１階 ファンファーレホール イベント運営本部 

 ※参加応募の際、当日ご購入の勝馬投票券５００円以上のご提示が必要となります。 

 ※参加はお一人様１回限りとさせていただきます。 

 ※未成年の方は、ご参加いただけません。 

 ※賞品引換は当日のみとさせていただきます。 

 

■ゴールドシップ抽選会 

 当日ご購入の勝馬投票券５００円以上のご提示で抽選券と参加賞（クリアファイル）をプレゼン

ト。内田博幸騎手のサイン入りゼッケンやゴールドシップ号オリジナルグッズなどが抽選で当た

る！ 

 【実施日】９月２日（土） 

 【抽選券・参加賞配布】１３：００～なくなり次第終了 

 【当選発表・賞品引換】１６：００頃 

 【定員】先着１，８００名様 

 【場所】１階 ファンファーレホール外 特設ブース 

 ※参加応募の際、当日ご購入の勝馬投票券５００円以上のご提示が必要となります。 

 ※勝馬投票券は他の抽選会と併用できません。 

 ※未成年の方はご参加いただけません。 

 ※賞品引換は当日のみとなります。 

 ※抽選券はお一人様各日１枚限りとさせていただきます。 

 【賞品】 

 ○１等 内田博幸騎手サイン入りゴールドシップレプリカゼッケン（２０１２年有馬記念） 

１５名様 

 ○２等 ＯＪＩＣＯコラボ ゴールドシップオリジナル親子Ｔシャツ（２枚セット） ２

０名様 

 ○３等 ゴールドシップオリジナルキャップ ３０名様 

 ○４等 ゴールドシップオリジナルポスター（Ｂ２サイズ）６枚セット ５０名様 

 ○５等 ゴールドシップオリジナルＱＵＯカード ５００円分 １００名様 

 参加賞 ゴールドシップオリジナルクリアファイル １，８００名様 

 

 

 

その他のイベント 

 

■「札幌競馬場オリジナル マイクロファイバークロス」プレゼント！ 

 【実施日】９月３日（日） フリーパスの日［入場無料］ 

 【時間】開門〜なくなり次第終了 

 【定員】先着１３，０００名様 

 【場所】入場ゲート付近 

 ※お一人様１つ限りとさせていただきます。 

 

■芝コース開放 

札幌開催のラストを飾るスペシャルイベント 

【実施日】９月３日（日） 

【時間】１６：２５頃〜１７：００頃 ※１６：４５までにご入場ください 

※天候や馬場状態により、直前で中止となる場合がございます。 

 

■おみくじ馬券販売 

おみくじ馬券を購入した方に抽選でプレゼントが当たります。 

【実施日】８月１９日（土）・２０日（日）、９月２日（土）・３日（日） 
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【時間】１０：００頃〜なくなり次第終了 

 【場所】１階 ファンファーレホール 特設ブース 

【価格】１袋５００円 

 ※未成年の方はご参加いただけません。 

 ※賞品引換は当日に限ります。 

 

■普段は入れない舞台裏に潜入！バックヤードツアー 

ジョッキーのサプライズ登場があるかも 

【実施日】８月２６日（土） 

【応募受付】９：２０頃〜１４：００ 

【当選発表】１５：００頃〜 

【ツアー開始】１６：２０頃〜 

【場所】１階 ファンファーレホール イベント運営本部 

【定員】抽選で２０名様 

※参加応募の際、当日の勝馬投票券１，０００円以上のご提示が必要となります。 

※当日のみの受付となります。 

※１枚のご応募で２名様までご参加いただけます。 

※未成年の方のみでは、ご参加いただけません。 

 

■『マスターズ・アイ（Ｍａｓｔｅｒ’ｓ Ｅｙｅ）』〜札幌競馬場限定！注目の２歳戦「みどこ

ろ解説」〜 

 ２歳新馬戦他のパドックから、日本を代表するホースマンがみどころを解説します。 

 【日時】○８月２０日（日） 第５Ｒ ２歳新馬戦 １２時３０分発走 

      １２：００頃〜１２：１５頃 

      ＭＣ：山田 康文（北海道新聞記者） 

      ゲスト講師：近藤 聡明氏／藤原 圭太郎氏 

     ○８月２０日（日） 第９Ｒ クローバー賞 １４時３５分発走 

 １４：０５頃〜１４：２０頃 

      ＭＣ：山田 康文（北海道新聞記者） 

      ゲスト講師：吉田 哲哉氏／谷川 寿郎氏／岡田 壮史氏 

     ○８月２７日（日） 第５Ｒ ２歳新馬戦 １２時２０分発走 

      １１：５０頃〜１２：０５頃 

      ＭＣ：村本 浩平（競馬ライター） 

      ゲスト講師：宮内 慶氏／谷川 彰久氏／富田 源太郎氏 

     ○９月２日（土） 第１１Ｒ 札幌２歳Ｓ １５時２５分発走 

      １４：５５頃〜１５：１０頃 

      ＭＣ：山田 康文（北海道新聞記者） 

      ゲスト講師：岡田 牧雄氏 

     ○９月３日（日） 第１０Ｒ すずらん賞 １４時５０分発走 

      １４：２０頃〜１４：３５頃 

      ＭＣ：村本 浩平（競馬ライター） 

      ゲスト講師：伏木田 修氏／稲原 昌幸氏 

 

 専用アプリツイキャス・ビュワーをインストールしてご視聴ください。 

 

 ※３階パドック側に設置した専用スピーカーでもお楽しみいただくことができます（指定

席をご利用のお客様のみとなります）。 

 ※視聴の際のスマートフォンの音量は、周囲に迷惑がかからない範囲でお楽しみいただき

ますようお願い申し上げます。 

 

■札幌競馬場 ＬＩＮＥ＠登録者プレゼント 

 友だち限定特典！！「＠ｓａｐｐｏｒｏｒａｃｅｃｏｕｒｓｅ」友だち登録のうえ、ご来

場いただいた方にオリジナルお菓子ボックスプレゼント！札幌競馬場のイベント情報を発信

していきます。みなさんぜひ友だちに追加してください。 

 【実施日】８月１９日（土）・２０日（日） 

 【プレゼント引換場所】１階 ファンファーレホール外 特設ブース 

 【定員】各日先着１，０００名様 

 【賞品】オリジナルお菓子ボックス（うまい棒４本入り） 

 

■陸上自衛隊北部方面音楽隊のミニコンサート 

 札幌記念（ＧⅡ）のファンファーレの生演奏も実施します。 

 【時間】ミニコンサート／１１：５０頃〜 

 【場所】スタンド前ステージ 

 ※雨天の場合は中止となります。 

 

■オリジナルゼッケン販売 

 「札幌記念仕様オリジナルゼッケン」および「札幌記念仕様オリジナルミニゼッケン」の

販売を行います。世界で１枚だけのオリジナルゼッケンは、プレゼントにも最適です！ 
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 【実施日】８月１９日（土）・２０日（日） 

 【時間】開門〜 

 【場所】２階 パドックテラス奥 

 ※限定販売のため、売切れ次第終了となります。 

  

 ○［８月２０日（日）限定］第５３回札幌記念出走馬番・馬名入りミニゼッケン（１，００

０円） 

 ○メモリアルミニゼッケン（過去１５年ダービー等）（１，５００円） 

 ○過去１５年札幌記念優勝馬 勝負服ゼッケンコースター（５００円） 

 ○過去１５年札幌記念優勝馬 額入りオリジナル優勝レイゼッケンコースター（１，９００

円） 

 

 ○［８月２０日（日）限定］第５３回札幌記念仕様オリジナルゼッケン（３，０００円） 

 ○［８月２０日（日）限定］第５３回札幌記念仕様オリジナルミニゼッケン（１，５００円） 

 ※ゼッケンの両側には、お好きな番号（１〜１８番まで）と文字（カタカナ）２〜９文字を

お入れいただけます。 

 ※実在する競走馬の馬名はご使用になれません。 

 ※開門〜１１：００までにお申し込みいただいた先着５０名様は、当日１５：３０〜１７：

３０の間にお受け取りください。（それ以外の方は、後日発送（一律１，２００円元払い）に

よるお渡しとなります） 

 

■札幌競馬場開設１１０周年記念 札幌記念（ＧⅡ）「ベストターンドアウト賞」！ 

 “もっとも美しく手入れされた馬を担当する厩務員”の努力を称え表彰する『ベストターンド

アウト賞（Best Turned Out Award）』の審査を、札幌記念のパドックで行います。ベストターン

ドアウト賞について、詳しくは JRA ホームページでご覧ください。 

 【実施日】８月２０日（日） 

 【審査員】岡部幸雄氏（元ＪＲＡ騎手）、柳楽優弥氏 

 ※審査結果は当日、ターフビジョン等にて発表します。 

 

■みんなで行こう！ 駐車場あいのりキャンペーン 

お車で３名以上の乗車でお越しの場合、駐車場が半額（５００円）になるおトクなキャンペ

ーン。  

 【実施日】８月２６日（土）・２７日（日） 

 【対象】東駐車場、西駐車場、南駐車場 

 ※駐車場料金所でお客様の人数を確認させていただきます。 

 

■北海道各地の名品が札幌競馬場に！ 物産展 

 【実施日】８月１９日（土）・２０日（日）、９月２日（土）・３日（日）  

 【時間】開門〜なくなり次第終了 

 【場所】２階 パドックテラス 

 

 ○８月１９日（土）・２０日（日） 

  ばんえい十勝・石狩物産フェア 

  第１２レース石狩特別にちなんだ物産展を開催。一緒に出展する十勝からは豚丼のたれや小

豆を使ったお菓子を販売。ばんえい競馬場のマスコット『リッキー』も登場！ 

 

 ○９月２日（土）・３日（日） 

  ひだかフェア 

  第１２レース日高特別にちなんだ物産展を開催。特産のピーマンを使った「ピーマンようか

ん」や、馬糞の繊維から作られた「ばふんペーパーはがき」などを販売。 

 

■２０１７ 来場ポイントキャンペーン 

来場したその日にオリジナル賞品が当たる「Ｔｏｄａｙ’ｓ チャンス賞」実施中！さら

に、５ポイントたまるごとにＪＲＡオリジナルグッズや素敵な賞品が当たる、「５ポイント 

ｄｅ ラッキー賞」も！ 

 【実施日】８月１９日（土）〜９月３日（日）  

 【時間】開門〜１７：００ 

 【ポイントリーダー設置場所】①スタンド１階 ターフィーショップ横（３台） 

               ②スタンド３階 指定席入口（１台）※指定席利用者のみ 

 【賞品引換（応募）場所】１階 ファンファーレホール外 特設会場 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

＜来場ポイントキャンペーンに参加しよう！＞ 

 ①来場したらポイントリーダーにタッチ！ 

  交通系ＩＣカード／流通系ＩＣカード／「おサイフケータイ®」機能付携帯電話 

 ②タッチしたらポイントを獲得！ 

  札幌・函館・福島・新潟・中京・小倉は２ポイント。中山・東京・京都・阪神は１ポイ 

  ント。合計５ポイント獲得ごとにレシートが発行されます。 
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 ③【Ｔｏｄａｙ’ｓ チャンス賞】 

  ポイントリーダーにタッチするだけでオリジナル賞品が当たるチャンス！ 

  ※当日１６時までにポイントリーダーにタッチされた方が対象となります。 

  【５ポイント ｄｅ ラッキー賞】 

  ５ポイントたまるごとに抽選で素敵な賞品をプレゼント！ 

 

 ※「おサイフケータイ」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。対応機種には「Ｆｅ

ｌｉｃａ（フェリカ）マーク」が付いています。 

 ※ＮＴＴドコモ以外の「おサイフケータイ」対応の携帯電話でもご参加可能です。 

 ※来場ポイントキャンペーンは実施する全ての競馬場で共通してご利用できます。 

 ※２０１７年のポイントは一年間継続してたまります。 

 ※ポイントキャンペーンのご参加はお一人様１回限りとさせていただきます。 

 

 

＜Ｔｏｄａｙ’ｓ チャンス賞＞ 

 来場してポイントリーダーにタッチするだけでオリジナル賞品が当たるチャンス！ 

 【賞品】 

  ○オリジナルミニタオル（全５種） 

 ※当日１６時までにポイントリーダーにタッチされた方が対象となります。 

 ※未成年の方は、ご参加いただけません。 

 

＜５ポイント ｄｅ ラッキー賞＞ 

 【賞品例】 

  ○ＪＲＡオリジナル 純銅鎚目一口タンブラー 

  ○Ｏｉｓｉｘギフトカード 

  ○ＨＯＴ ＨＯＬＩＤＡＹＳキャラクターデザインクオカード（４枚セット）２，００

０円分 

  ○競馬場観戦席ペアご招待（一部開催日を除く） 

 

  その他、素敵な賞品がもり沢山！ 

 

■ターフィーグリーティング 

みんなに人気のターフィーが競馬場内をお散歩！見つけたら記念撮影しよう！出会うとい

いことがあるかも？ 

 【実施日】８月１９日（土）～９月３日（日） 

【時間】開門～ 

【場所】競馬場内各所 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 ※雨天時はスタンドエリアのみの実施となります。 

 

■インターネット投票サポートデスク 

【実施日】８月１９日（土）～９月３日（日） 

【時間】開門～１６：３０ 

【場所】１階 ファンファーレホール 特設ブース 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

■夏の２歳戦は「単勝」がおトク！ 

開催期間中、ＪＲＡの「「２歳戦」全場・全レース（新馬・未勝利・オープン）」の「単勝」

を対象に、通常の払戻金に売上げの５％相当額を上乗せして払戻しいたします。 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

■ビギナーズセミナー 

競馬ビギナーの方でも安心！すぐわかる「ビギナーズセミナー」を開催いたします。 

【実施日】８月１９日（土）～９月３日（日） 

【時間】９：３０頃～１５：００ ３０分間隔で随時開催 

【場所】１階 入場ゲート付近 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 

 

■特設ターフィーショップ 

ＪＲＡオリジナルグッズを多数取り揃えています。札幌競馬場限定商品も多数販売！ 

 【実施日】８月１９日（土）～９月３日（日） 

 【時間】開門～ 

【場所】１階 パドック側 特設ブース 

【販売品目】札幌競馬場夏競馬マフラータオル、札幌記念マフラータオル、Ｔシャツ、ハン

ドタオル、ショルダーバッグ、キャップ 

※商品によっては、早々に完売する場合もございますので、予めご了承ください。 

 ※毎週土・日曜日に開催します。 
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※勝馬投票券をご提示いただくイベント・キャンペーンでは、複数枚での合算が可能です。

また確認の際、勝馬投票券の裏面に押印させていただきますが、払戻には影響ございません。 

※各イベント時にご提供いただいた個人情報は、本企画の運営以外の目的には一切使用いた

しません。 

※各イベントはレースの実施状況・天候によって、開催場所・時間等が変更になる場合や、や

むを得ず、中止させていただく場合がございます。この場合、入場料、駐車料金等はご返金い

たしかねますので予めご了承ください。 

※ステージイベント、キャラクターショーの際のカメラ・ビデオカメラ・携帯電話・スマート

フォン等による撮影、録画、録音はご遠慮下さい。 

※勝馬投票券の購入がともなうイベントや抽選会に未成年者のみの参加は、お断りさせてい

ただきます。 

※ご来場の際は公共交通機関をご利用をおすすめいたします。 


