
   





２０１９年６月１５日 

Ｊ Ｒ Ａ 報 道 室 

 

イベント情報 

 

２０１９年第２回福島競馬開催日イベントのお知らせ 

 

夏の福島競馬は６月２９日（土）から開幕し、最終週までイベント

目白押しです。 

６月３０日（日）のラジオ NIKKEI賞当日は、ドラマ・映画で活躍中

の女優・木南晴夏さん、７月７日（日）七夕賞当日は、ＪＲＡ年間プ

ロモーションキャラクターを務める、女優の高畑充希さんが来場し、

重賞デーを大いに盛り上げます！ 

更に７月１４日（日）はアンガールズ、翌週２１日（日）には神奈

月さんが来場。毎週、多彩なゲストが福島をアツくします。 

他にも、スター☆トゥインクルプリキュアショーや仮面ライダージ

オウショーなど、夏休みにお楽しみいただけるお子様向けのイベント

も数多くご用意いたしました。 

県内のお客様も県外のお客様も、みなさんお誘い合わせのうえ夏の

福島競馬場にこらんしょ！ 

※「こらんしょ」とは福島の方言で「おいでください」の意味 

 

記 

 

期 間：２０１９年６月２９日（土）～７月２１日（日）の計８日間 

場 所：ＪＲＡ福島競馬場 

イベント内容：次のとおり 

いいこと満載の特別な一日。スペホリ！ 

 

高畑充希さん来場 

＜七夕賞（ＧⅢ）プレゼンター＞ 

【日 時】 ７月７日（日）１５時５５分頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月７日（日）１６時４０分頃～ 

【場 所】 スタンド前特設ステージ 

 

夏の福島競馬を盛り上げる豪華ゲスト 

 

木南晴夏さん来場 

＜トークショー＞ 

【日 時】 ６月３０日（日）１１時５５分頃～ 

【場 所】 スタンド前特設ステージ 

＜ラジオ NIKKEI賞（ＧⅢ）プレゼンター＞ 

【日 時】 ６月３０日（日）１５時５５分頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

アンガールズ来場  

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月１４日（日）１１時４５分頃～ 

【場 所】 スタンド前特設ステージ 

＜バーデンバーデンカッププレゼンター＞ 

【日 時】 ７月１４日（日）１５時４５分頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 



   





神奈月さん来場   福島テレビ presents 

＜トークショー＞ 

【日 時】 ７月２１日（日）１１時５５分頃～ 

【場 所】 スタンド前特設ステージ 

＜福島テレビオープンプレゼンター＞ 

【日 時】 ７月２１日（日）１５時５５分頃～ 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

 

騎手とふれあうチャンス！ジョッキーイベント 

 

ジョッキーチャリティイベント 

※当チャリティでお寄せいただいた寄附金は東日本大震災ふくしまこ

ども寄附金へ全額寄附します。皆様の温かいご支援よろしくお願い

します。 

 

＜ジョッキー記念撮影会＞ 

ジョッキーのサイン入りゼッケンコースターを抽選にて限定販売い

たします。購入された方はジョッキーとの記念撮影会にもご参加いた

だけます。 

【日  付】 ６月２９日（土）・７月１３日（土） 

【時  間】 ＜抽選会受付＞ ９時３０分～１１時００分 

       ＜当選発表＞ １２時００分頃 

＜記念撮影会＞ １６時４５分頃～ 

【場  所】 ＜抽選会受付・当選発表＞ あっぷる広場 

       ＜記念撮影会＞   ウイナーズサークル付近 

【ル ー ル】 抽選会参加には当日購入・確定前の勝馬投票券、ま 

       たはＵＭＡＣＡ投票ご利用明細１００円以上をご提 

       示ください。ご提示いただいた方には抽選券をお渡 

       しします。 

【当選人数】 各日１００名様 

【販売価格】 １個１，０００円 

※参加ジョッキーは当日発表いたします。 

※当選した抽選券をお持ちいただけない場合、記念撮影会にはご参 

 加いただけません。 

※カメラはお客様ご自身でご用意ください。 

※雨天時、撮影会はスタンド１Ｆ総合インフォメーション付近で行 

います。 

 ※抽選会のご参加はお一人様１回限りとなります。 

 

ジョッキーと巡るプレミアムバックヤードツアー 

ジョッキーが競馬の舞台裏を説明します。参加ジョッキーとの記念

撮影会も行います。 

【日 時】 ７月２０日（土） 

＜抽選受付＞ 開門～１３時００分 

＜当選発表＞ １４時００分頃 

＜ ツアー ＞ １６時４５分頃～１７時３０分頃 

※当選の方はスタンド１Ｆ総合インフォメーションに１６時４０

分にお集まりください。 

【場  所】 スタンド１Ｆ総合インフォメーション 

【当選人数】 ２０名様 

※カメラはお客様ご自身でご用意ください。 

※参加ジョッキーは当日決定いたします。 

 



   





他にもイベント盛りだくさん！ 

 

ラジオ NIKKEI 賞（ＧⅢ）当日は「フリーパスの日」入場無料＆来場記

念品プレゼント！  

【日 時】 ６月３０日（日）開門～ 

【記念品】 ２０１８年度重賞優勝馬 勝負服マグネットクリップ 

【場 所】 各入場口 

【人 数】 先着９，０００名様 

 

ラジオ NIKKEI 賞（ＧⅢ）生ファンファーレ演奏 

６月３０日（日）のメインレース、ラジオ NIKKEI 賞（ＧⅢ）のファ

ンファーレは、自衛隊福島地方協力本部音楽クラブによる生演奏でお

送りします！  

また当日は、皆様お馴染みの曲やお子さまにも楽しんでいただける

曲を中心としたミニコンサートやＰＲブースも開催します。 

＜生ファンファーレ＞ 

【日 時】 ６月３０日（日）１５時４５分頃 

【場 所】 ウイナーズサークル 

＜ミニコンサート＞ 

【日 時】 ６月３０日（日）１６時４０分頃～ 

【場 所】 パドック 

＜ＰＲブース＞ 

【日 時】 ６月３０日（日）開門～ 

【場 所】 馬場内広場 

 

七夕賞（ＧⅢ）生ファンファーレ演奏 

７月７日（日）のメインレース、七夕賞（ＧⅢ）のファンファーレは、

福島大学吹奏楽団による生演奏でお送りします！  

【日 時】 ７月７日（日）１５時４５分頃 

【場 所】 ウイナーズサークル 

 

特別展示 ノーザンファーム天栄展 

福島県天栄村にある育成牧場「ノーザンファーム天栄」。アーモンド

アイやフィエールマンなどのＧⅠ馬の育成を担った「ノーザンファー

ム天栄」の知られざる施設概要を特別企画展示でご紹介いたします。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド１Ｆメモリアルコーナー 

【内 容】 ・施設や育成馬の紹介映像、パネル 

      ・アーモンドアイ 牝馬三冠、ジャパンカップ優勝レイ 

               ジャパンカップ優勝時の勝負服、鞭 

      ・等身大アーモンドアイ馬像 

 

レースの余韻を味わおう！芝コース開放 

夏の福島開催のラストを飾るスペシャルイベント「芝コース開放」。

競走馬たちの熱戦の舞台を実際に歩いてみよう。散水車やハロー車も

見学できます。 

【日 時】 ７月２１日（日）１６：５０頃～１７：２０頃 

【場 所】 スタンド前芝コース 

※天候や馬場状態により直前で中止または内容が変更になる場合

があります。予めご了承ください。 

 

競馬初心者大歓迎！ビギナーズセミナー  

ビギナーの方がいつでも気軽に立ち寄れる初心者向けセミナーを開

催！競馬の魅力、馬券の買い方等を短時間に紹介いたします。 



   





【日 時】  開催日全日 

開門～１５時００分（受付締切） 

※１回２０分程度 

【場 所】 スタンド２Ｆ中央口付近 特設ブース 

【講 師】 髙橋雄一（フリーアナウンサー）他 

 

女性専用ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴ 

ＵＭＡＪＯとは、大好きな可愛いウマに会って、ふれて、応援して、

ケイバを楽しむ女性たちのこと。ＵＭＡＪＯ ＳＰＯＴは、そんなＵＭ

ＡＪＯのための女性限定リラックススペースです。無料ドリンクのサ

ービスやオリジナルスイーツの販売など、楽しめることが盛りだくさ

ん。女性コンシェルジュもいるから、はじめてさんも安心です！ 

【日 時】 開催日全日 

開門～１６時４５分（最終入場受付１６時３０分） 

【場 所】 スタンド３Ｆ北側 

  ※男性はご利用いただけません。 

  

＜スイーツコーナー＞ 

 ピエール・エルメとコラボしたＵＭＡＪＯオリジナルサブレのほか、

馬のごはんのヘイキューブ型ビスコッティや昨夏も大人気だったふく

しまＵＭＡＪＯパンなどを集めたスイーツ販売コーナー。自分の好き

な組み合わせで厳選スイーツを楽しめます。 

※なくなり次第販売を終了いたします。 

 

＜馬のブローチワークショップ＞ 

 かわいい馬のブローチに鞍をデコレーションして、あなただけのお

気に入りを作っちゃおう！ 

【日  時】 ７月２１日（日）  ①１１時００分～ 

 ②１３時００分～ ③１４時００分～ 

【受  付】 ９時３０分～ 

【当選発表】 ①１０時３０分 ②１２時３０分 ③１３時３０分 

※抽選で各回１０名様までご参加いただけます。 

※ご参加には当日購入・確定前の勝馬投票券、またはＵＭＡＣＡ投票

ご利用明細１００円以上のご提示が必要となります。 

 

＜天の川アイメイクサービス＞ 

 プロの手による天の川アイメイクサービス！七夕らしく美しいイメ

ージで気分は織姫さま♪ 

【日  時】 ７月７日（日）１０時００分～１６時３０分 

【受  付】 ９時３０分～ 

【人  数】 先着１００名様 

※ご参加には当日購入・確定前の勝馬投票券、またはＵＭＡＣＡ投票

ご利用明細１００円以上のご提示が必要となります。 

 

 

週末はご家族で福島競馬場へ！ファミリーイベント 

 

スター☆トゥインクルプリキュアショー 

みんなのお友達・プリキュアがやってくる。ショーの後には握手会

も行います！   

【日 時】 ７月７日（日） 

①１０時５５分頃～ ②１４時１５分頃～  

【場 所】 馬場内ステージ 

※観覧は無料です。 



   





仮面ライダージオウショー 

大人気の仮面ライダージオウがやってくる。ショーの後には握手会

も行います！  

【日 時】 ７月１４日（日） 

①１０時４５分頃～ ②１４時０５分頃～ 

【場 所】 馬場内ステージ 

※観覧は無料です。 

 

 

おいしいものが大集合！グルメイベント 

 

真夏のビールフェア at 福島競馬場   福島テレビ presents 

福島競馬期間中、東北の地ビールや福島の人気飲食店が大集合！お

いしい福島の夏を満喫しよう！ 

【日 時】 開催日全日 開門～１６時３０分 

【場 所】 馬場内さくらんぼ広場 

 

競馬場スイーツコレクション  

＜「天然氷のかき氷 にじいろ」臨時出店＞ 

【日 時】 ６月２９日（土）・３０日（日） 

・７月６日（土）・７日（日）開門～ 

【場 所】 スタンド１Ｆ２２番柱メモリアルコーナー付近売店 

【商 品】 かき氷（とちおとめ・和三盆）    ９００円など 

 

＜「アイスクレープ」臨時出店＞ 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド２Ｆ２２番柱パドック南側売店 

【商 品】  アイスクレープ（マンゴー・チョコバナナ） 

６００円など 

 

福島競馬場限定 清酒「夢馬（ゆめうま）」梅酒「福乃寿（ふくのこと

ぶき）」販売  監修：日本騎手クラブ 

恒例となりました福島競馬場限定・清酒「夢馬（ゆめうま）」はラベ

ルを一新。さらに女性に人気の梅酒・福島競馬場限定「福乃寿（ふく

のことぶき）」をラインナップに加え販売いたします。 

【日 時】 開催日全日 開門～ 

【場 所】 スタンド２Ｆ２４番柱エスカレーター付近 

【商 品】 夢馬 火入れ １，５００円 

      福乃寿 １，４００円 

 

 

 

 

※イベント内容は当日の天候、出演者等の都合・その他の理由により

変更、中止となる場合がございます。予めご了承ください。 

※勝馬投票券等をご提示いただくイベント・キャンペーンでは、１枚

ものを複数のイベント・キャンペーンに併用することはできません。

また、ご提示の際に勝馬投票券、またはＵＭＡＣＡ投票ご利用明細

の裏面に確認印を押印させていただきますが、払戻には影響ござい

ません。なお、未成年の方はご参加いただけませんのでご了承くだ

さい。  

※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目的以外には一切使用いたしません。 


