２０１９年６月１日
ＪＲＡ報 道 室
お知らせ
２０１９年函館競馬（６月１５日（土）～７月２１日（日））開催イベントについて
特別展示
6 月 15 日（土）から 7 月 21 日（日）
○「メジロ牧場の歴史～“白と緑”の蹄跡～」
JRA 競馬博物館で昨年 10 月から本年 2 月まで実施してご好評をいただいた特別展を、展示内容を厳
選して 3 階特設会場で実施します。
【時

間】 開門（通常 9：00）～17：00

【場

所】 3 階特設会場

【主な展示物】 ＧⅠレース優勝レイ、天皇盾、展示パネルほか
函館スプリントステークス（ＧⅢ）週イベント
6 月 15 日（土）
○おばたのお兄さん＆EXIT オープニングお笑い LIVE
◇お笑いライブ
【時

間】 （1 回目） 11：30 頃～

【場

所】 スタンド前特設ステージ

（2 回目） 16：35 頃～

フリーパスの日イベント
6 月 16 日（日）
○山本 耕史の箱館決戦トーク
◇トークショー
【時

間】 （1 回目） 11：30 頃～

【場

所】 スタンド前特設ステージ

（2 回目） 16：35 頃～

◇表彰式プレゼンター
【時

間】 15：30 頃～

【場

所】 ウイナーズサークル

○フリーパスの日
すべてのお客様が無料でご入場いただけます。

○函館競馬場オリジナルパッケージ入り「サイコロキャラメル」プレゼント
【時

間】 開門（通常 9：00）～

【場

所】 スタンド 1F エントランス

【配 布 数】 先着 12,000 名様
宝塚記念（ＧⅠ・阪神）週イベント
6 月 22 日（土）
○山田 裕貴 函館夏空トークショー
◇トークショー
【時

間】 ①11：25 頃～

②16：35 頃～

【場

所】 スタンド前特設ステージ

◇表彰式プレゼンター
【時

間】 15：30 頃～

【場

所】 ウイナーズサークル

6 月 23 日（日）
○かまいたち 競馬芸人トーク
◇お笑いステージ
【時

間】 （1 回目） 11：25 頃～

【場

所】 スタンド前特設ステージ

（2 回目） 16：35 頃～

◇表彰式プレゼンター
【時

間】 15：25 頃～

【場

所】 ウイナーズサークル

ラジオＮＩＫＫＥＩ賞（ＧⅢ・福島）・ＣＢＣ賞（ＧⅢ・中京）週イベント
6 月 30 日（日）
○スター☆トゥインクルプリキュアショー
【時

間】 （ショー）

11：30 頃～

（握手会） 13：40 頃～
【場

（10：00 開場）
（12：30 開場、14：00 受付終了）

所】 緑の広場（馬場内）特設ステージ

○女性フリーパスの日
当日は女性のお客様は無料でご入場いただけます。

○女性のお客様限定 オリジナル「洗濯ネット」プレゼント
【時

間】 開門（通常 9：00）～

【場

所】 1 階エントランス

【配 布 数】 先着 3,000 名様
6 月 29 日（土）・6 月 30 日（日）
○デルタブルース＆カレンミロティック来場
現在はノーザンホースパークで乗馬として活躍している、デルタブルース号とカレンミロティック号が来
場し、えさやり体験会や写真撮影会を行います。
七夕賞（ＧⅢ・福島）・プロキオンＳ（ＧⅢ・中京）週イベント
7 月 7 日（日）
○騎士竜戦隊リュウソウジャーショー
【時

間】 （ショー）

11：30 頃～

（握手会） 13：40 頃～
【場

（10：00 開場）
（12：30 開場、14：00 受付終了）

所】 緑の広場（馬場内）特設ステージ

函館記念（ＧⅢ）週イベント
7 月 10 日（水）
○公開調教を観に行こう！
◇公開調教見学（一般開放）
【時

間】 5：30～9：00 頃

【入 場 口】 正門
◇公開調教の見方講座
【時

間】 5：30～（約 30 分間）

【場

所】 ゴール前スタンドエリア

【講

師】 津田 照之(競馬エイト記者) 、村本浩平(競馬ライター)

7 月 14 日（日）
○2019 年 JRA 年間プロモーションキャラクター 柳楽 優弥 スペシャルトークショー
◇トークショー
【時

間】 16：40 頃～

【場

所】 スタンド前特設ステージ

◇表彰式プレゼンター
【時

間】 15：50 頃～

【場

所】 ウイナーズサークル

函館 2 歳ステークス（ＧⅢ）週イベント
7 月 21 日（日）
○よゐこ＆なすなかにし みんなのお笑いステージ
◇お笑いステージ
【時

間】 （1 回目） 11：30 頃～

【場

所】 スタンド前特設ステージ

（2 回目） 16：35 頃～

◇表彰式プレゼンター
【時

間】 15：30 頃～

【場

所】 ウイナーズサークル

○芝コース開放
【時

間】 16：40 頃～

【場

所】 芝コース

グルメイベント
6 月 15 日（土）～7 月 21 日（日）
○馬船 produced by 函館黒船
「函館馬船」総合プロデュースの「馬船」が今年も登場！新店も加えてさらにパワーアップ！
【時

間】 9：00～16：30

※各メニューがなくなり次第終了とさせていただきます。
【場

所】 風の広場

○女性のためのリラックススペース「ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ」オープン！
【時

間】 開門（通常 9：00）～16：45（最終入場受付 16：30）

【場

所】 スタンド 2F パドックテラス（5 番柱付近）

