
平成３０年８月１８日 

ＪＲＡ報道室 

お 知 ら せ 

第４回中山競馬開催日イベント

 

9月 30日（日）スプリンターズステークス当日イベント 

スプリンターズステークス当日、中山競馬場にDAIGOさんが来場！ 

DAIGOさんがスプリンターズステークス表彰式に登場します！ 

表彰式 

【場 所】 芝コース内                 

【時 間】 スプリンターズステークス（ＧⅠ）レース終了後（15：50頃～） 

 
市川・船橋消防局音楽隊演奏会&ファンファーレ 

【場  所】 芝コース内  

※荒天時は中止  ※スプリンターズステークスのファンファーレ演奏も行います。 

【時  間】 お昼休み（11:40頃～） 

 

中山競馬場限定発売！ 第52回スプリンターズステークスグッズ 

【発売日】 9月22日（土）入荷次第（12：00頃）～23（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・馬場内店 

【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 勝負服ストラップ 400円 

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。 

 

9月 23日（祝・日）フリーパスの日 

9月23日（祝・日）はフリーパスの日となり、中山競馬場入場無料となります。 

フリーパスの日は生ビール半額（主催：一般財団法人競馬共助会） 

【日 時】 9月23日（祝・日） 開門～ 

【場 所】 中山競馬場内食堂・売店 

※瓶ビール・発泡酒・第3のビール・ノンアルコールビールは対象外となります 

 

ファンと騎手との集い（騎手クラブ主催 チャリティーイベント） 

騎手との記念撮影付き！プレミアムバックヤードツアー 

【日 時】 9月8日（土）・9月15日（土）・9月22日（土）・9月29日（土） 

<受付>開門～13:00 <発表>14:00 <実施>16：30頃～  

【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) 

【当選者数】 各日抽選で 25名様 

【チャリティ金】 1,000円 

【注意事項】 ※ご応募は、各日お一人様１回限りとさせていただきます。 



※チャリティ金は、当選された場合のみにお支払いいただきます。 

 

競馬ファン必見！毎回人気・恒例の実使用ゼッケン販売 

実際にレースで使ったゼッケンを、各日先着400名様に販売します。 

【日 時】 9月15日（土）・9月16日（日）・9月17日（祝・月） 

開門～12:00※なくなり次第終了 

【場 所】 センタープラザ 

【販売数量】 各日先着400枚 

【チャリティ金】 1,000円（1枚） 

【注意事項】 ※ゼッケンはお選びいただけませんので、予めご了承ください。 

※１度にご購入いただけるのはお一人様１枚までとさせていただきます。 

 

なかなか見られない騎手の素顔！騎手のプライベートフォト販売 

騎手のプライベート写真を、各日先着500名様に販売します。 

【日 時】 9月15日（土）・9月16日（日）・9月17日（祝・月） 

12:00～※なくなり次第終了 

【場 所】 センタープラザ 

【販売数量】 各日先着500セット（2枚入り） 

【チャリティ金】 300円 

【参加方法】 ※写真はお選びいただけませんので、予めご了承ください。 

※１度にご購入いただけるのはお一人様１セットまでとさせていただきます。 

 

騎手と行く！Nakayamaジャンプツアー 

騎手の解説を聞きながら、障害コースを回るツアーを開催します。 

中山競馬場の障害コースを実際に歩きながら、騎手目線での解説を聞けるのはここだけ！ 

【日 時】 9月23日（祝・日） 

<受付>開門～13:00  <発表>14:00  <実施>16：25頃～  

【受付・発表場所】 スタンド１階イベントインフォメーション（25番柱付近） 

【当選者数】 抽選で 150名様 

【チャリティ金】 1,000円 ※当選した方にお支払いただきます 

【注意事項】 ※ご応募は、各日お一人様１回限りとさせていただきます。  

※チャリティ金は、当選された場合のみにお支払いいただきます。 

※荒天時は、内容・人数を変更させていただく場合がございます。 

 

ジョッキーカーニバル 2018 

今年は、騎手が 4チームに分かれて対決 ファンと力を合わせて 3つの勝負に挑み、優勝を目指します 

【日 時】 9月23日（祝・日） 16：45～ 

【M  C】 小塚歩（ラジオNIKKEIアナウンサー）、岡村麻純 

【場 所】 パドック（悪天時はセンタープラザにて内容を変更して行います） 

【プログラム】 ジョッキーのレアなアイテムをゲット チャリティオークション 

① 中山大〇×クイズ大会！ 

② 中山パドック障害物競走  

③ 馬力比べ綱引き 

エンディング：ジョッキーサイン入りボールプレゼント 

 



今年は一緒にゲームに参加！「エキサイティングシート」抽選販売 

ご応募いただいた方から抽選で 40名様に、「ジョッキーカーニバル 2018」のメインイベントを騎手と一緒に楽しめる席が当たり

ます。 

【日 時】 9月23日（祝・日） <受付>開門～13:00 <発表>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) 

【当選者数】 抽選で 40名様 

【チャリティ金】 1,000円 ※当選した方にお支払いただきます 

【注意事項】 ※参加は小学校４年生以上とさせていただきます。未成年の方は、保護者同伴でご参加ください。  

※ヒール靴やスカートなど動きにくい恰好はご遠慮ください。 

※怪我をされている方、心臓の悪い方、血圧の高い方･低い方、その他参加により悪化するおそれのあ

る症状をお持ちの方はご遠慮ください。 

※妊娠中のご参加はご遠慮ください。 ※飲酒、酒気及びの方は、ご遠慮ください。 

 

「ファンと騎手との集い」参加ジョッキーのサイン入り チャリティー抽選販売会 

「ジョッキーカーニバル 2018」のメインイベントで使用したグッズを騎手のサイン付で販売します。 

騎手が使用した世界に一つだけのサイン付グッズを是非ゲットしてください！ 

【日 時】 9月23日（祝・日） <受付>開門～13:00  <発表>14:00  <引換>14:00～閉門  

【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) 

【チャリティ金】 ジョッキーサイン入りユニフォーム ・当選数30名様 ・チャリティ金：3,000円 

ジョッキーサイン入りバット＋ボールセット ・当選数5名様 ・チャリティ金：500円 

【参加方法】 応募用紙を受付でご記入いただきます。ご当選された方はチャリティ金と引き換えに賞品をお渡しいたし

ます。 

【注意事項】 ※ご応募は、1賞品お一人様1回までとさせていただきます。  

※ジョッキーのサインはお選びいただけませんので、予めご了承ください。 

 

開催日イベント 

HUGっと！プリキュア ショー・握手会 

ショー 

【日 時】 9月16日（日） 中山4レース終了後（11：40頃） 

【場 所】 馬場内投票所屋上 

握手会 

【日 時】 9月16日（日） 中山8レース終了後（14：00頃） 

【場 所】 馬場内投票所屋上 

 

ラジオ日本レース検討会 

【時 間】 昼休み 

【場 所】 メディアホール 

※9月15日（土）・16日（日）には 

メディアホールおよび馬場内入口銀だこ前（JR船橋法典駅連絡地下道内）に専門紙を掲出 

【出演者】 司会：矢田 雄二郎（ラジオ日本アナウンサー） 

松中みなみ（女優・タレント）、佐藤 直文（優馬）、渡辺 芳徳（競友）、水上 学（競馬評論家） 

※出演者は予告なく変更になる場合があります。 

 

シニアサンクスデーイベント 



65歳以上の方限定でゴンドラ席に抽選でご招待！鈴木淑子さんによる「中山を駆けた名馬」の講演も行います。 

【日 時】 9月17日（祝・月） <応募受付>9：30～11：00  <発表>12：00 <当選者集合>12：30  

【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) 

【当選者数】 抽選で 24名様 

【参加条件】 応募には当日中山競馬場で購入した未確定の勝馬投票券500円分以上（複数枚合算可）の提示が

必要となります。 

 

来場ポイントキャンペーン 2018 

詳細はＪＲＡホームページをご覧ください。 

Today’sチャンス賞特別版 中山競馬場限定「90周年記念回数券」 

【日 時】 9月8日（土）開門～ 

【設置場所】 スタンド 1階 北インフォメーション前（19番柱付近） 

スタンド地下1階 地下中央インフォメーション横 

ターフィーショップ馬場内店横（ＪＲ船橋法典駅連絡地下道内） 

【引換場所】 スタンド地下１階ベンジャミンプラザ・ターフィーショップ横（31番柱付近） 

【当選者数】 1,000名様 

※当日16：00まで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。 

※当選者が数量上限に達した時点で抽選は終了となります。 

※引換えは当日限り 17：00までとさせていただきます。 

※お一人様一回限りとなります。なお、未成年の方はご参加いただけません。 

※当日のToday’sチャンス賞は、オリジナルミニタオルのプレゼントはございません。 

※開催日全日 各門の入場券発売所で販売も実施します（数量：9,000枚） ※なくなり次第終了 

 

駐車場あいのりキャンペーン 

【実施日】 9月29日（土） 

【概 要】 １台の車両に３名様以上のお乗り合わせで 15時までに JRA直営駐車場へご入場いただくと、入場回

数券をプレゼント！（８枚つづり 1,000円） 

【時 間】 駐車場開場～15：00 

【ご利用方法】 １台の車両に３名様以上お乗り合わせで 15：00までに JRA直営駐車場をご利用いただいたお客様 

に回数券引換券をお渡しします。  

15：30までに正門・中央門・南門いずれかの入場券発売所で JRA競馬場共通入場回数券と引換 

【備 考】 ※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 

※中山競馬場の JRA直営駐車場は４ヶ所となります。民間の駐車場は対象となりません 

 

ビギナーズセミナー 

【日 時】 全開催日 10:00〜15:00受付終了 

【場 所】 スタンド 1階15番柱付近、ターフィーショップ馬場内店横 

 

UMAJO SPOT 

詳細はUMAJOホームページをご確認ください。 

 

指定席イベント 

ゴンドラ席部屋売り開始記念 生ビール（10リットル）プレゼント 



【日 時】 9月8日（土）～9月29日（土）の競馬開催日  

【条 件】 ゴンドラ席部屋売りを購入されたグループにもれなくプレゼント 

【プレゼント品】 アサヒ生ビール（10リットル） 

※サーバー機器はお持ち帰りいただけません 

【備 考】 ・ゴンドラ席部屋売りはネット予約のみ（８部屋  24名／１部屋） 

・ゴンドラ席部屋売り価格  

 土曜日：48,000円  日曜日・金杯当日：60,000円 

※皐月賞・スプリンターズＳ・有馬記念・ホープフルＳ当日は部屋売りを実施しません。 

※12名様未満ではご利用いただけません。 

※ゴンドラ席部屋売りはネット予約限定となります。 

※生ビールプレゼントは平成30年第4回中山競馬開催期間中の限定となります。 

 

UMAJOイベント 

中山UMAJOデースペシャルプレゼント 

【日 時】 9月17日（祝・月）朝日杯セントライト記念(GⅡ) 

9月30日（日）スプリンターズS（GⅠ） 

＜受付＞9時20分～対象レース発走前 ＜引換＞対象レース確定後～17時00分 

【場 所】 UMAJO SPOT内 （スタンド２階メディアホール横） 

【賞 品】 参加者全員：UMAJO枠色ボールペン 

的中者   ：UMAJOスマホリング 

【参加方法】 ①当日の対象レースの勝馬投票券500円分以上をご提示の方にUMAJO枠色ボールペンをプレゼント 

②対象レースの１着馬と同じ色のボールペンをお持ちの方全員にUMAJOスマホリングをプレゼント 

※８色×50個＝先着400名様  

※色はお選びいただけません。 

 

ゴンドラエリア観戦ペアシート抽選会 

【日 時】 9月8日（土）紫苑S（GⅢ） 

9月23日（祝・日）産経賞オールカマー（GⅡ） 

＜受付＞ 9時20分～11時30分 ＜当選発表＞12時～  

【場 所】 ＜受付＞UMAJO SPOT内 （スタンド２階メディアホール横）＜当選発表＞UMAJO SPOT前 

【受付方法】 当日中山競馬場で購入した勝馬投票券500円分以上をご提示の方に抽選券を配布 

※先着250名様 

【賞 品】 ゴンドラエリアペア席（旧REXSルーム①②） ※25組50名様    

 

グループ来場プレゼント 

【日 時】 9月8日（土）～9月30日（日） 9時20分～ ※なくなり次第終了  

【場 所】 UMAJO SPOT内 （スタンド２階メディアホール横） 

【受付方法】 ３名様以上来場+当日購入の 100円以上の勝馬投票券をご提示の方の中から抽選で各日30名様にプ

レゼント 

【賞 品】 （Ａ賞）UMAJOパスケース （Ｂ賞）UMAJOてぬぐい （Ｃ賞）UMAJOマグネット    

 

SNS投稿プレゼント 

【日 時】 9月8日（土）～9月30日（日） 開門～ ※なくなり次第終了  



【場 所】 UMAJO SPOT内 （スタンド２階メディアホール横） 

【受付方法】 「♯s2umajo」をタグ付けしてSNSに投稿した画面をご提示でUMAJOブックマーカーを各日先着30名様

にプレゼント 

※お１人様1開催1回限り 

 

物産展・グルメイベント 

千葉の駅弁屋さんのお弁当販売 

【日 時】  全開催日 開門～ ※売切れ次第終了 

【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、千葉寿司街道 秋刀魚750円 など 

※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・HIROTA 

【日 時】  9月8日（土）～9月17日（祝・月） 開門～ ※売切れ次第終了 

【場 所】 スタンド１階32番柱付近 

【商 品】 アイスシュー各種200円／シュークリーム（4個入り）400円 

 

スイーツフェア・花畑牧場 

【日 時】  9月22日（土）～9月30日（日）  開門～ ※売切れ次第終了 

【場 所】 スタンド１階32番柱付近 

【商 品】 生キャラメル各種650円／十勝カタラーナ（スリーブタイプ）1,180円 

カッサータ フルーツ 240ｇ 1,080円 など 

 

ミスタードーナツ 

【日 時】  全開催日  開門～ ※売切れ次第終了 

【場 所】 スタンド１階32番柱付近 

【商 品】 ポン・デ・リング 100円／オールドファッション 100円／チョコリング 120円 など 

 

食肉イベント「お肉で育てる心と身体（からだ）」 

【日 時】  9月22日（土）・9月23日（祝・日）  開門～ 

【場 所】 南門前広場 

【主 催】 千葉県食肉事業共同組合連合会・全国食肉事業共同組合連合会 

【実施内容】 ①食肉をテーマとした「食育」 

  ・パネル展示  ・冊子等配布による情報発信  ・クイズ（お肉博士のおにクイズ） 

②国産食肉の試食 

 

松戸物産展 

【日 時】  9月15日（土） 開門～ 

【場 所】 馬場内入口銀だこ前（JR船橋法典駅連絡地下道内） 

 

白井物産展 

【日 時】  9月17日（祝・月） 開門～ 

【場 所】 正門前広場 

 



青森物産展 

【日 時】  9月22日（土）・23日（祝・日） 開門～ 

【場 所】 正門前広場 

 

新潟物産展 

【日 時】  9月29日（土）・30日（日） 開門～ 

【場 所】 正門前広場 

 

 

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！ 

 

※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 

 


