
２ ０ １ ９ 年 ３ 月 ９ 日 

Ｊ Ｒ Ａ 関 西 広 報 室 

 

お 知 ら せ 

 

第 2 回阪神競馬開催日〔3 月 23 日（土）～4 月 14 日（日）〕 
イベントのお知らせ 

 

 

～～～スペシャルイベント～～～ 

 

○ 大阪杯（ＧⅠ）スペシャルイベント 〔3 月 31 日（日）〕 

オール阪神・巨人さんに加え、ペナルティ ヒデさん、矢野・兵動さん、ミサイルマンさんも登

場し、大阪杯を大いに盛り上げます！ 

 

【表彰式プレゼンター】 

時間  15：45 頃～ 

場所  芝コース内表彰式会場 

出演  オール阪神・巨人 

 

【予想トークショー】 ＜協力：日刊スポーツ＞ 

時間  11：40 頃～ 

場所  センターステージ 

出演  オール阪神、ヒデ（ペナルティ）、ミサイルマン、佐藤哲三 

 

【大笑いステージ】 

時間  13：00 頃～ 

場所  イベント広場 

出演  矢野・兵動、ミサイルマン 

 

 【レース回顧】 ＜協力：日刊スポーツ＞ 

時間  16：30 頃～ 

場所  パドック 

出演  オール阪神、ヒデ（ペナルティ）、ミサイルマン、佐藤哲三 

 

【記念入場券販売】 

時間  開門～ 

場所  各入場門 

販売枚数 20,000 枚 

 



【ファンファーレ生演奏】 

時間  大阪杯発走直前（15：40 発走予定） 

場所  ウイナーズサークル 

演奏  大阪音楽大学 

その他 14：00 頃からセントウルガーデンでミニコンサートを開催いたします 

 

 ○ 桜花賞（ＧⅠ）スペシャルイベント 〔4 月 7 日（日）〕 

2019 年 JRA 年間プロモーションキャラクターの中川大志さんがスペシャルプレゼンターとし

て来場！ 

 

【表彰式プレゼンター】 

時間  15：45 頃～ 

場所  芝コース内表彰式会場 

出演  中川大志 

 

 【スペシャルトークショー】 

時間  16：30 頃～ 

場所  パドック 

出演  中川大志 

 

【牝馬のことは女子におまかせ 桜花賞女子トーク】 

時間  11：40 頃～ 

場所  センターステージ 

出演  田口万莉、天童なこ、細江純子、東馬場なな、横山ルリカ 

 

【記念入場券販売】 

時間  開門～ 

場所  各入場門 

販売枚数 男性用・女性用各 20,000 枚 

 

【ファンファーレ生演奏】 

時間  桜花賞発走直前（15：40 発走予定） 

場所  ウイナーズサークル 

演奏  関西学院大学 

 

 

 

 

 

 



○ メモリアルレースカード 

阪神競馬場で生まれた名勝負や名馬をカードにしたスペシャル企画！歴代優勝馬の記憶

に残るレースシーンをおさめたメモリアルカードをプレゼントいたします。 

配布日時 3/31（日）・4/6（土）・4/7（日） 開門～ 

配布場所 （3/31・4/7） イベント広場 

  （4/6） 正門東側 

 

【メモリアルレースカード専用フォルダープレゼント】 

受付日時 3/23（土）～4/14（日） 開門～ 

受付場所 イベント広場 

人数  先着 2, 000 名様 

参加条件 UMACA 登録をしている方で、UMA ポートで発券されたクーポンご持参の   

うえ、3/23 以降の勝馬投票券または UMACA 投票ご利用明細 5,000 円以

上（複数枚可）をご提示 

その他 お一人様 1 冊限りとなります 

 なくなり次第終了となります 

 

【ＧⅠ限定！メモリアルレース“ゴールドカード”プレゼント！】 

受付日時 3/31（日）・4/7（日） 開門～ 

受付場所 イベント広場 

人数  各日先着 1, 000 名様 

参加条件 UMACA 登録をしている方で、UMA ポートで発券されたクーポンをご提示 

その他 お一人様 1 枚限りとなります 

  なくなり次第終了となります 

 

○ 阪神競馬場開場 70 周年記念第 2 回阪神競馬メモリアル抽選会 

阪神競馬場 70 周年を記念して、オリジナルグッズが当たる抽選会を実施いたします。 

開催日時 3/31（日）・4/7（日） 9：20～ 

場所  イベント広場 

人数  各日先着 3,000 名様 

条件 当日購入の勝馬投票券もしくは UMACA 投票ご利用明細 500 円以上（複

数枚可）のご掲示 

賞品  Ａ賞：（3/31）ファブリック時計 

               （4/7）モバイルポケット 

Ｂ賞：勝負服デザインコットンハンカチ 

Ｃ賞：阪神競馬場で使えるグルメクーポン（200 円分） 

 

 

 

 



 

○ 来場ポイントキャンペーン Today’s チャンス賞特別版が当たる！ 

ＧⅠレース当日は、2019 来場キャンペーン「Today’s チャンス賞」が特別版！オリジナルグ

ッズをプレゼントいたします。 

受付日時 3/31（日）・4/7（日） 開門～16：00 

受付場所 （ポイントリーダー設置場所） 正門付近、パドック北側付近 

      イベント広場 

  （賞品引換場所）   （3/31） 正門東側 

      （4/7）  イベント広場 

人数  （3/31） 抽選 1,000 名様 

  （4/7）  抽選 2,000 名様 

賞品  （3/31） 大阪杯「UMA-T」 

  （4/7）  HOT HOLIDAYS！桜花賞「オリジナルオペラグラス」 

 

～～～トークショー・ライブ・抽選会イベント～～～ 

 

○ 笑って、歌って、みんなの予想発表会 

 競馬好き芸人やアイドルがお客様と一緒に楽しく予想するイベントです。 

開催日時 3/23（土）・4/7（日）・4/14（日）  

1 回目 12：00 頃～  2 回目 14：30～ 

場所  イベント広場 

出演  3/23（土） 中村千尋（シンガーソングライター） 

  4/7（日）  コンチェルト（お笑い芸人） 

天童なこ（タレント）、東馬場なな（タレント） 

  4/14（日） 雷ジャクソン（お笑い芸人）、ギャンブラー（お笑い芸人） 

    コンチェルト（お笑い芸人）、南ななこ（ウクレレシンガー） 

 

○ UMACA 会員限定抽選会 

開催日時 3/30（土） 9：30～ 

場所  イベント広場 

人数  先着 1,000 名様 

賞品  オリジナルクオカード など 

その他 ドバイワールドカップデーの競走をご購入の UMACA 投票ご利用明細 500

円（複数枚可）以上のご提示 

 

○ 日刊スポーツ抽選会 ＜主催：日刊スポーツ＞ 

開催日時 3/31（日） 開門～ 

場所  正門西側 

人数  先着 1,500 名様 

条件  当日付け日刊スポーツのご提示 



○ サンスポ杯阪神牝馬ステークス 予想検討会＆抽選会 ＜主催：サンケイスポーツ＞ 

【予想検討会】 

開催日時 4/6（土） 11：35 頃～ 

場所  センターステージ 

出演  山口実香 ほか 

 

【競馬エイト＆週刊 Gallop 抽選会】 

開催日時 4/6（土） 開門～ 

場所  正門西側 

人数  先着 500 名様 

条件  当日付け競馬エイトもしくは当該週の週刊 Gallop のご提示 

 

○ うま DOKI スペシャル アーリントンカップ（ＧⅢ）ドキドキ予想 

開催日時 4/13（土） 11：30 頃～ 

場所  センターステージ 

出演  今井りか（タレント）、曽田麻衣子（うま DOKI キャスター） ほか 

 

 

～～～販売・プレゼントイベント～～～ 

 

○ 大阪杯・桜花賞オリジナルグッズ販売 

開催日時 3/30（土）・3/31（日）・4/6（土）・4/7（日） 開門～ 

場所  ターフィーショップ（スタンド店・イベント広場店） 

販売品 マフラータオル、出走馬ボールペン など 

その他 マフラータオルの販売はスタンド店のみとなります 

 

○ 大阪杯・桜花賞オリジナルゼッケン販売 

開催日時 3/31（日）・4/7（日） 開門～ 

場所  イベント広場 

販売品 出走馬ミニゼッケン など 

その他 同一商品は、お一人様 5 点までの購入とさせていただきます 

 

 

～～～グルメイベント～～～ 

 

○ お花見ウマいウマいフェスタ 

開催日時 3/23（土）～4/14（日）の開催日 開門～ 

場所  イベント広場 

販売品 大分から揚げ、富士宮焼きそば、黒豚小龍包 など 

※ 販売品は日によって異なります。 



○ 当てたい焼き販売 

開催日時 3/23（土）～4/14（日）の開催日 開門～ 

場所  正門東側 

価格  300 円 

 

○ 「大阪杯弁当」・「桜花賞弁当」販売 

開催日時 3/31（日）・4/7（日） 開門～ 

場所  正門東側 

価格  2,000 円（限定各 400 個） 

 

○ 大阪新阪急ホテルグルメブース 

開催日時 3/31（日）・4/7（日） 開門～ 

場所  イベント広場 

販売品 特製カツカレー、ステーキカレー など 

 

○ 宮崎物産展 

開催日時 4/13（土）・4/14（日） 開門～ 

場所  正門西側 

販売品 完熟マンゴー など 

 

 

～～～ファミリーイベント～～～ 

 

○ 騎士竜戦隊リュウソウジャー ショー 

開催日時 3/24（日）  1 回目 11：20 頃～  2 回目 14：10 頃～ 

場所  スカイパークステージ 

※ ショー終了後はお手持ちのカメラによる写真撮影会を行います 

※ 雨天時は写真撮影会のみとなります 

 

○ 仮面ライダージオウ＆ビルド ショー 

開催日時 4/14（日）  1 回目 11：25 頃～  2 回目 14：20 頃～ 

場所  スカイパークステージ 

※ ショー終了後はお手持ちのカメラによる写真撮影会を行います 

※ 雨天時は写真撮影会のみとなります 

 

 

 

 

 

 



～～～レギュラーイベント～～～ 

 

○ おみくじ馬券で運試し！ 

 コンピューターがランダムに選んだ「おみくじ馬券（クイックピック投票券）」を特製のぽち袋に

入れて限定販売いたします！ 

開催日時 3/31（日）・4/7（日） 11：00～ 

場所  正門東側 

販売内容 馬連 500 円分（100 円×5 ベット） 

  あたり付き（クオカード 500 円分） 

 

○ 2019 来場ポイントキャンペーン 

 お手持ちの JRA-UMACA、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

携帯電話をポイントリーダーにタッチすると、1 日１ポイント（1 回目・2 回目タッチは 2 ポイント）

獲得できます。5 ポイント獲得ごとに JRA グッズや商品券などがもれなく当たる「ラッキー賞」

をご用意。さらに、来場したその日に賞品が当たる「Today’s チャンス賞」も実施します。 

開催日時 3/23（土）～4/14（日）の開催日 開門～17：00 

受付場所 （ポイントリーダー設置場所） 正門付近、パドック北側付近 

      ※3/31、4/7 はイベント広場に増設 

  （賞品引換場所）   正門東側 

※ 「Today’s チャンス賞」は当日 16：00 までにタッチされた方が対象です。 

 

○ 阪神競馬場 UMAJO SPOT オープン♪ 

 女性のための空間「UMAJO SPOT」がオープン！限定のスイーツやドリンクもご用意してお

ります♪ 

開催日時 3/23（土）～4/14（日）の開催日 開門～16：45（最終入場受付 16：30） 

場所  スタンド 3 階西側テラス 

内容  ドリンク（無料）、オリジナルスイーツ販売など 

 

 

 

※詳しくは JRA ホームページでご確認ください。 

※イベント内容は、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で、 

あらかじめご了承願います。 

＜本件にかかるお問合せ＞ 

JRA 阪神競馬場 お客様事業課 担当：桑原（クワハラ）・吉田 

電話０７９８－５１－７１５１ ※ 月・火・祝日を除く９:００～１７：００ 


