
平成３０年１１月１０日 

ＪＲＡ報道室 

お 知 ら せ 

第５回中山競馬開催日イベント

 

 

有馬記念関連イベント 

○有馬記念当日は及川光博さんが来場！ 

【七つの会議×JRA】 

来年2/1公開の映画【七つの会議】に出演されている、及川光博さんが有馬記念（GⅠ）の表彰式プレゼンターを務めま

す。 

■プレゼンター 

【日 時】 12.23（祝・日）中山11レース終了後（15:30頃） 

【場 所】 芝コース内 

■トークショー 

【日 時】 12.23（祝・日）最終レース終了後（16:30頃） 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

○有馬記念（第63回グランプリ）記念入場券発売 

記念入場券を下記のとおり先行発売します。 

【場 所】 中山競馬場 各入場門入場券発売所 

【数 量】 12.1（土）～12.22（土） 

50,000枚（うち中山競馬場は27,000枚） ※なくなり次第終了 

12.23（祝・日） 

100,000枚 ※なくなり次第終了 

【備 考】 他事業所でも発売しています ※12.22（土）まで 

【競馬場】 

・東京競馬場  

【ウインズ・エクセル】 

・銀座  ・汐留  ・新宿  ・後楽園  ・浅草  ・錦糸町  ・渋谷  ・立川  ・田無 

・横浜  ・伊勢佐木  ・新横浜 

 

○中山競馬場限定発売！ 有馬記念（第63回グランプリ）限定グッズ   

【発売日】 12.22（土）入荷次第（12：00頃）～23（祝・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 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あります。 

※全出走馬ボールペン・勝負服ストラップは期間限定で通信販売も行います 

  ターフィー通販クラブ 

期間：12.21（金）～23（祝・日） 

   お届け予定：平成31年1月下旬（予定） 

 

○航空自衛隊航空中央音楽隊による演奏会・ファンファーレ生演奏 

■演奏会 

【日 時】 12.23（祝・日）お昼休み（11：40頃～） 

【場 所】 芝コース内  ※荒天の場合は中止 

■ファンファーレ 

【日 時】 12.23（祝・日）中山11レース発走前（15：25頃～） 

【場 所】 ウイナーズサークル  ※荒天の場合は中止 

 

○有馬記念の事前予約制の指定席「ＧＩリザーブシート」  

有馬記念当日のスタンド２階一般席の一部（４７０席）を事前予約制の指定席「ＧＩリザーブシート」としてオープン！ 

ご利用される方を事前募集いたします。 

【応募期間】 ＷＥＢフォーム：11.24（土）～12.9（日） ※最終日は17：00まで 

中山競馬場：12.1（土）・2（日）・8（土）・9（日） ※開門～17：00 

【応募方法】 スタンド１階イベントインフォメーション（25番柱付近）に備え付けの応募用紙、またはＷＥＢフォームからご応募

ください。 

【抽選結果】 当選者の方のみにメールにてお知らせいたします。 

【利用者特典】 「オリジナル今治ミニタオル」 

※景品の引換にはアンケートへのご協力が必要になります。 

※１組２名様までご応募いただけます。小学生以上のお子様も１名とさせていただきます。 

※応募者多数の場合は抽選となります。 

※複数の応募・未成年の方を代表者とする応募は無効となります。 

※結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。 

※混雑状況によって、安全確保のため通路（階段）のみ一般のお客様に開放させていただきます。 

 

○サンケイスポーツ 有馬記念前夜祭 

■抽選会 

【日 時】 12.22（土）開門～お昼頃 ※なくなり次第終了 

【場 所】 馬場内投票所前入口（銀だこ向かい） 

【参加条件】 当日の「競馬エイト」または週刊Gallop（12.23号）の持参が必要 

※1部（1冊）につき、1回抽選に参加できます。 

【賞 品】 サンケイスポーツオリジナルグッズ他  

■トークショー 

【日 時】 12.22（土）最終レース終了後（16：30頃～） 

【場 所】 パドック 

【出演者】 横山ルリカ（タレント）・柴田章利（サンケイスポーツ）・翔太郎（競馬エイト）・清水久嗣（ニッポン放送） 



 

○スポーツニッポン 有馬記念前日大予想会  

【日 時】 12.22（土） お昼休み（11：35頃～） 

【場 所】 メディアホール 

【出 演】 小田哲也・鳥谷越明・梅崎晴光（スポニチ記者） 司会：古崎瞳 

※出演者は予告なく変更となる場合があります。 

 

馬場内UMAMI PARKイベント 

○「有馬記念仕様」オリジナルゼッケン他の販売！  

有馬記念で使用されるゼッケンは、紫紺地に白文字。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】 馬場内UMAMI PARK内特設ブース 

【時  間】 12.22（土）・23（祝・日） 開門～ ※なくなり次第終了 

 ●有馬記念仕様 オリジナルゼッケン・ミニゼッケン 

有馬記念（第 63 回グランプリ）仕様のゼッケン【紫紺地・白文字】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＆ミニゼッケンを限定販売いたします。 

オリジナルゼッケン 3,000円 

オリジナルミニゼッケン 1,500円 

※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） 

※オリジナルゼッケンは開門～11：00までにお申し込みいただいた先着50名様、またミニゼッケンは開門～11：

00 までにお申し込みいただいた先着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。 

●有馬記念出走馬・馬名入りミニゼッケン 

自分の大好きな馬のゼッケンを持って応援しよう！ 

各1,000円 

●過去15年歴代有馬記念優勝馬の勝負服ゼッケンコースター 

各500円 

●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 

※いずれも数量限定で販売いたします。 

 

○おみくじ馬券限定発売 

■おみくじ馬券発売（馬場内UMAMI PARK） 

【場  所】 馬場内UMAMI PARK内特設ブース 

【時  間】 ①12.22（土）11:30～14:30頃 ※なくなり次第終了 

②12.23（祝・日）11:30～14:30頃 ※なくなり次第終了 

【発売内容】 ①阪神カップ、有馬記念※前日発売（お客様による選択） 馬連 100円×5通り（500円） 

②有馬記念・クリスマスカップ（セット販売） 馬連 100円×5通り×２枚セット （1,000円） 

【数 量】 ①1,000枚 

②1,000セット 



【賞 品】 抽選で以下の賞品が当たります 

①中山競馬場特製卓上カレンダー （お子様連れの購入者様にはもれなく子供向けグッズプレゼント） 

②Ａ賞 第1回中山競馬重賞開催日ペアご招待（1/5・12・14・20） 各日2組4名 

  Ｂ賞 中山競馬場特製卓上カレンダー 

■おみくじ馬券発売（馬場内投票所入口前） 

【場  所】 馬場内投票所入口前（銀だこ向かい） 

【時  間】 12.22（土）15:00～16:30頃 ※なくなり次第終了 

【発売内容】 有馬記念※前日発売 ３連複 100円×10通り（1,000円） 

【数 量】 500枚 

【備 考】 賞品なし。もれなく投票券用特製シート付。 

 

○有馬記念カウントダウントークショー 

【日 時】 12.23（祝・日）13:00～16:00頃 

【場 所】 馬場内UMAMI PARK内特設ステージ 

【出 演】 TIM・津田麻莉奈・須田鷹雄・井内利彰・さくまみお・筒井ミカコ 

 

○有馬記念フォトスポット 

【日 時】 12.22（土）・23（祝・日）開門～ 

【場 所】 馬場内UMAMI PARK 

 

○仮面ライダージオウショー・握手会 

■ショー&握手会 

【日 時】 12.22（土）中山4レース終了後 （11:20頃～） 

【場 所】 馬場内UMAMI PARK内特設ステージ 

■握手会 

【日 時】 12.22（土）中山８レース終了後（13:40頃～） 

【場 所】 馬場内UMAMI PARK内特設ステージ 

 

○花畑牧場「エッグタルト」のプレゼント 

【日 時】 12.23（祝・日）14:00～ 

【場 所】 馬場内UMAMI PARK内特設ブース 

【数 量】 2,000個 ※なくなり次第終了 

 

○UMAMI PARKキッチンカー  

【日 時】 12.22（土）・23（祝・日）開門～ 

【場 所】 馬場内UMAMI PARK内 

■ROUND 

【商 品】 アメリカンロングポテト 600円～ 

※ソースにより価格変動 

■メディトリーナ 

【商 品】 ぼっかけ焼きそば 700円 ・ フランク 300円 



生ビール 450円 ・ シャンディーガフ 500円 ・ レッドアイ 500円 ・ レモンスカッシュ 400円 

■鶏笑 

【商 品】 中津唐揚げ 500円 

 

ホープフルＳ当日イベント 

○ホープフルＳ当日ゲスト（シークレットゲスト） 

ホープフルＳ当日のゲストとして、シークレットゲストが来場します。シークレットゲストはベストターンドアウト賞およびヤングジョ

ッキーズシリーズ表彰式にも参加します。 

■プレゼンター 

【日 時】 12.28（金）中山11レース終了後（15:35頃～） 

【場 所】 芝コース内 

 

○ホープフルＳ出走馬の「ベストターンドアウト賞」 

【審査員】 松山康久（元JRA調教師）、当日シークレットゲスト２名 

※審査結果は当日、ターフビジョン等にて発表します。 

 

○HUGっと！プリキュアショー・握手会 

■ショー&握手会 

【日 時】 12.28（金）中山4レース終了後 （11:25頃～） 

【場 所】 馬場内UMAMI PARK内特設ステージ 

■握手会 

【日 時】 12.28（金）中山８レース終了後 （13:50頃～） 

【場 所】 馬場内UMAMI PARK内特設ステージ 

 

○中山競馬場限定発売！ 第35回ホープフルＳ限定グッズ 

【発売日】 12.28（金） ※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 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あります。 

 

○来場ポイントキャンペーンToday’sチャンス賞「HOT HOLIDAYS！オリジナルエコカイロ」  

【日 時】 12.28（金）開門～16:00 

【設置場所】 スタンド1階 北インフォメーション横（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） 

【当選数】 HOT HOLIDAYS！オリジナルエコカイロ 4,000名  

※デザインは選べません。 

【引換場所】 センタープラザ 



【備 考】 ※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。 

 

○船橋・市川消防局音楽隊によるファンファーレ生演奏  

■ファンファーレ 

【日 時】 12.28（金）中山11レース発走前（15：30頃～） 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

○2018ヤングジョッキーズシリーズ関連イベント  

■出場騎手紹介セレモニー 

【日 時】 12.28（金）お昼休み（11：25頃～） 

【場 所】 ウイナーズサークル 

■ＹＪＳ表彰式 

【日 時】 12.28（金）阪神最終レース終了後（16:30頃～） 

【場 所】 パドック 

■ＹＪＳ出場騎手応援チャレンジ抽選会 

【日 時】 12.28（金）開門～13：00 ※なくなり次第終了 

【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） 

【概 要】 当日中山競馬場で購入した勝馬投票券5,000円分以上（複数枚合算可）提示で騎手名入りカード

を１枚配布します（竹ひごおみくじ方式）。ファイナルラウンド最終順位1位から3位の騎手カードをお

持ちの方に賞品をプレゼント。 

【騎手カード配布枚数】 1,400枚 

【賞 品】 1位：YJSオリジナルブルゾン 

2・3位：ＪＲＡオリジナルグッズ 

 

開催日イベント 

○秋の２歳単勝   

【概 要】 JRAの2歳戦全場・全レースの「単勝」を対象に、通常の払戻金に売上げの5％相当額を上乗せして払戻 

【対象期間】 12.1（土）～16（日）および12.28（金） 

 

○来場ポイントキャンペーンToday’sチャンス賞「中山競馬場特製卓上カレンダー」 

【日 時】 12.1（土）開門～ 

【設置場所】 スタンド1階 北インフォメーション横（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） 

【当選数】 中山競馬場特製卓上カレンダー 1,500名  

【引換場所】 来場ポイントキャンペーン賞品引換所（ターフィーショップ ベンジャミンプラザ店横） 



【備 考】 ※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。 

 

○スポーツニッポン主催 ステイヤーズステークス大予想会 

【日 時】 12.1（土）お昼休み（11：25頃～） 

【場 所】 メディアホール 

【出 演】 小田哲也・鳥谷越明・梅崎晴光（スポニチ記者） 司会：岡村麻純 

※出演者は予告なく変更となる場合があります。 

 

○スポーツニッポン主催 抽選会 

【日 時】 12.1（土）・12.22（土） 開門～ 

【場 所】 正門前広場付近（パドック側） 

【参加条件】 当日のスポーツニッポンを持参された方及び当日購入された方が対象 

【賞  品】 レプリカゼッケン、スポニチ特製クオカード、スポニチオリジナルグッズ他 

※両日とも商品が無くなり次第終了 

 

○2019 JRAオリジナルカレンダー「平成の名場面」プレゼント 

【日 時】 12.9（日）開門～ 

【場 所】 各入場門（正門・中央門・法典門・南門） 

【数 量】 25,000部 ※なくなり次第終了 

 

○香港国際競走パブリックビューイング スペシャルトークショー 

【日 時】 12.9（日）14:30～18:00 

【場 所】 メディアホール 

【出演者】 井内利彰、辻三蔵、さくまみお、筒井ミカコ 

＜MC＞守永真彩 

＜現地リポーター＞木村拓人 

 

○駐車場あいのりキャンペーン  

【実施日】 12.22（土） 

【概 要】 １台の車両に３名様以上のお乗り合わせで 15:00 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 JRA競馬場共通入場回数券をお渡しします。 

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 

となります。 

【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。 

 

○競馬ギャラリー 「4,000勝の武豊騎手と中山競馬場」  

【実施日】 全開催日 

【概 要】 4,000勝を達成した武豊騎手と中山競馬場をテーマに展示を行っています 

 

○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（JR船橋法典駅連絡地下通路内） 

 

グルメイベント  

○正門前キッチンカー   

【日 時】 12.1（土）～12.23（祝・日）開門～20:00 

【場 所】 正門前広場 

■からあげ華鳥 

【商 品】 大分中津からあげ 600円 ・ 大分中津からあげなんばん 700円 

■T’s-STYLE 

【商 品】 マルゲリータ ワンハンドピッツァ 700円 ・ ソーセージ 400円 ・ ソーセージ３本セット 1,000円 

ホットチョコレート 500円 ・ ホットコーヒー 300円 

■オレンジカフェ（クレープ） 

【商 品】 チョコバナナ生クリーム 500円 ・ キャラメルバナナクリーム 500円 他 

※光るわたあめはイルミネーション実施時間帯（16：30～20：00）のみの販売となります。 

 

○南門前キッチンカー   

【日 時】 12.15（土）～12.23（祝・日）開門～閉門 

【場 所】 南門前 

■仙台厚切り牛タン専門店陣中 

【商 品】 仙台厚切り牛タン串 800円 ・ 牛タン串（ねぎまみれ） 900円 ・ 牛タンカレー 900円 

■たれかつ本舗 勝枡 

【商 品】 特製牛かつ丼 1,200円 ・ でか牛串かつ 600円 ・ 新潟タレカツ丼 800円 

新潟タレカツ（単品） 600円 ・ 特製牛カツ（単品）1,000円 

 

○南門前キッチンカー（有馬記念節のみ店舗）  

【日 時】 12.22（土）～12.23（祝・日）開門～閉門 

【場 所】 南門前 

■福井商店 

【商 品】 福井名物ソースカツ丼 900円 ・ 肉巻きおにぎり棒 500円 ・特大豚まん 400円 

 

○スイーツフェア  



■清水屋 ピガブー 

【日 時】 12.1（土）～12.2（日）開門～閉門 

【場 所】 スタンド1階馬場側32番柱付近 

【商 品】 生クリームパン 216円 ・ 生クリームクロワッサン 259円 

■オギノパン 

【日 時】 12.8（土）～12.9（日）開門～閉門 

【場 所】 スタンド1階馬場側32番柱付近 

【商 品】 丹沢あんぱん 150円 

■花畑牧場 

【日 時】 12.15（土）～12.23（祝・日）開門～閉門 

【場 所】 スタンド1階馬場側32番柱付近 

【商 品】 カタラーナ 1,180円 ・ 生キャラメル 650円 

 

○千葉の駅弁屋さんの弁当販売  

【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】 寿司街道 秋刀魚800円 ・ 元気佐倉味噌漬け弁当930円 ・ やきはま弁当1,000円 

漁り弁当1,150円 ・ 連複弁当900円 ・ 的中弁当1,000円 

季節の弁当（師走）1,100円 ・ 中山競馬場有馬記念特別お重弁当2,000円 

 ※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。 

 

○有馬記念オリジナルカクテル販売 

【日  時】 全開催日 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】 有馬記念オリジナルカクテル（カップ付）  1,200円 

有馬記念オリジナルカクテル（カップなし）   800円 

※タンカレー（ジン）に季節のリンゴをあわせたスッキリとしたカクテルです 

※ノンアルコールカクテルもあり 

 

○サッポロ生ビール黒ラベル「JRA有馬記念缶」キャンペーン販売 

【日 時】  全開催日  15:30～ ※なくなり次第終了 

【場 所】 ①馬場内投票所前特設ブース 

②Twodays各店舗（※抽選会はなし） 

【商 品】 JRA有馬記念缶 350ml×6缶パック 1,500円 

【クーポン券】 購入したお客様全員にTwodaysドリンククーポン券（50円券）をプレゼント 

【抽選会】 商品を購入されたお客様には以下の賞品が当たる抽選会（ラッキースロット）を実施します 

１等 中山競馬場特別席ペアチケット（1組2名様） ・・・42本 

２等 有馬記念きらめきビアグラス（ペア） ・・・45本 

３等 Twodaysドリンククーポン券（500円券） ・・・50本 

４等 サッポロビールボールペン ・・・483本 



 

その他  

○セブンイレブン・銀だこハイボール酒場 グランドオープン！  

【日 時】  12.1（土）グランドオープン 

※11.17（土）よりプレオープン 

【場 所】 スタンド地下1階（27番～30番柱付近） 

 

○食堂売店のクレジットカード・電子マネー対応 

【日 時】  12.1（土）以降 

【場 所】 ①FF3（サントリードリンクコーナー） Ｂ1階FF内 

②D43（サントリードリンクコーナー） 4階406号投票所付近売店 

③パドックＶ レストラン棟3階 

④鳥千 Ｂ1階FF内 

⑤いなば和幸 レストラン棟3階 

⑥銀座ライオン 3階 

 

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！ 

 

※第5回中山競馬期間中の全イベントはJRAウェブページからご確認ください。 http://www.jra.jp/news/201805nakayama/ 

※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 

 



第5回中山競馬開催イベント【別紙】
〈2018年12月1日（土）～28（金）〉

◇有馬記念（GI） 及川光博さんが有馬記念のプレゼンターとして来場！

【七つの会議×JRA】
来年2/1公開の映画【七つの会議】に出演される及川光博さんが有馬記念（GⅠ）の
表彰式プレゼンターを務めます。レース終了後にはトークショーも開催します。

■プレゼンター
【日 時】12.23（祝・日）有馬記念（GI）レース終了後（15:30頃～）
【場 所】芝コース内

■トークショー
【日 時】12.23（祝・日）最終レース終了後（16:30頃～）
【場 所】ウイナーズサークル

◇有馬記念カウントダウントークショー

有馬記念（GI）当日の馬場内UMAMI PARKではTIMや競馬専門家によるトークショーを開催します。

【日 時】12.23（祝・日）13:00～16:00頃
【場 所】馬場内UMAMI PARK内特設ステージ
【出演者】TIM・津田麻莉奈・須田鷹雄・井内利彰・さくまみお・筒井ミカコ

■ショー&握手会
【日 時】12.22（土）中山4レース終了後 （11:20頃～）
【場 所】馬場内UMAMI PARK内特設ステージ

■握手会
【日 時】12.22（土）中山８レース終了後（13:40頃～）
【場 所】馬場内UMAMI PARK内特設ステージ

◇仮面ライダージオウショー・握手会

12.22（土）の馬場内UMAMI PARKでは「仮面ライダージオウショー・握手会」を開催



◇ホープフルステークス（GI） 表彰式にシークレットゲスト来場！

ホープフルステークス（GⅠ）の表彰式にはシークレットゲストが来場します。
※シークレットゲストはベストターンドアウト賞およびヤングジョッキーズシリーズ表彰式にも参加します。

■プレゼンター
【日 時】12.28（金）ホープフルステークス（GI）レース終了後（15:35頃～）
【場 所】芝コース内

◇No.1は誰だ！2018ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド

地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが出場する「2018ヤングジョッキーズシリーズ」。
トライアルラウンドを勝ち抜いた14名の若手ジョッキーが12.27（木）大井競馬場、
28（金）中山競馬場でファイナルラウンドを戦います。

■出場騎手紹介セレモニー
【日 時】12.28（金）お昼休み（11:25頃～）
【場 所】ウイナーズサークル

■ＹＪＳ表彰式
【日 時】12.28（金）阪神最終レース終了後（16:30頃～）
【場 所】パドック

■ＹＪＳ出場騎手応援チャレンジ抽選会
【日 時】12.28（金）開門～13:00
【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）

■ショー&握手会
【日 時】12.28（金）中山4レース終了後 （11:25頃～）
【場 所】馬場内UMAMI PARK

■握手会
【日 時】12.28（金）中山８レース終了後（13:50頃～）
【場 所】馬場内UMAMI PARK

◇HUGっと！プリキュアショー・握手会

12.28（金）の馬場内UMAMI PARKでは「HUGっと！プリキュアショー・握手会」を開催



有馬記念（GI）記念入場券を発売します。

◇12.1（土）は中山競馬場限定 来場ポイントキャンペーンToday‘sチャンス賞特別版！

12.1（土）は来場したその日に賞品が当たる「Today‘sチャンス賞」で中山限定「中山競馬場特製
卓上カレンダー」が当たります。

【日 時】12.1（土）開門～16:00
【設置場所】スタンド1階 北インフォメーション横（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）

【当 選 数】 中山競馬場特製卓上カレンダー 1,500名
【引換場所】来場ポイントキャンペーン賞品引換所（ターフィーショップ ベンジャミンプラザ店横）
【備 考】 ※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。

中山競馬場スタンド地下1階に「セブンイレブン」と「銀だこハイボール酒場」がオープンします。
※同店舗は11.17（土）よりプレオープンしています。

【日 時】 12.1（土）本格オープン
※11.17（土）よりプレオープン

【場 所】スタンド地下1階（27番～30番柱付近）

◇中山競馬場に「セブンイレブン」と「銀だこハイボール酒場」がオープン

■先行発売
【日 時】12.1（土）～22（土）
【販売数】27,000枚
【金 額】1枚200円（税込）

■当日発売
【日 時】12.23（祝・日）
【販売数】100,000枚
【金 額】1枚200円（税込）
※売切れ次第終了となります。また購入後の買い戻しは一切いたしません。

◇有馬記念（GI）記念入場券発売

その他全イベントは JRA ホームページをご確認ください。


