2019ホッカイドウ競馬「グランシャリオナイター」 開幕～GWイベント

イベント
開幕サンクスデー

4/17（水）

4/18（木）

5/1（祝・水）

5/2（休・木）

◆

先着プレゼント（ホッカイドウ競馬オリジナルグッズ）

◇

※門別競馬場・場外発売所「Aiba」共通イベント

先着プレゼント（Dr.コパ 亥の置物）

◇

※門別競馬場・場外発売所「Aiba」共通イベント

ウェルカムスープ

◇

オリジナルボールペン先着プレゼント

◇

ハッピーグルメチケット抽選会

◇

門別競馬場おもてなしツアー

◇

ホクトくん＆ナナセちゃんによるグリーティング

◇

リーディングジョッキー競走イベント

◆

「リーディングジョッキー競走」開催記念抽選会

◇

春のケイバまつり

◆

ホッカイドウ競馬オフィシャルサポーター
上杉周大アコースティックミニライブ
コスモバルク号がやってくる！
トークショー・記念撮影会

◆

◇
◇

ポニーサイクルレース「リボンちゃんカップ」

◇

リボンちゃんと遊ぼう！ゲーム大会

◇

ノーザンホースパーク入園券プレゼント抽選会

◇

サッポロビール＆ポッカサッポロ北海道協賛
プレゼント抽選会

◇

◇

スターター疑似体験

◇

◇

ウニモグ体験乗車

◇

◇

ふわふわ「アクアハウス（ボールプール）」

◇

◇

ホクトくん＆ナナセちゃんによるグリーティング

◇

◇

ひだか特産市

◇

◇

グルメイベント

◆

◆

◆

◆

北海道ご当地グルメ屋台

◇

◇

◇

◇

クレープ販売

◇

◇

◇

◇

■4 月 17 日（水）開幕サンクスデー
★門別競馬場・場外発売所「Aiba」16 ヶ所共通イベント
○オリジナルグッズ先着プレゼント
門別競馬場および場外発売所「Aiba」16 ヶ所で、先着合計 1,000 名様に、帽色にちな
んだ配色＆ラッキーナンバー（枠番）と、ホッカイドウ競馬オフィシャルサポーター・上杉
周大さんがデザインされたフェイスタオル入りの「ホッカイドウ競馬オリジナルグッズ」を
プレゼントします。
・配付時間／14:00～ ※無くなり次第終了
・配付場所／門別競馬場「とねっこゲート」
・Aiba16 ヶ所
○Dr.コパ 亥の置物先着プレゼント
門別競馬場および場外発売所「Aiba」16 ヶ所で、先着合計 500 名様に、Dr.コパ開運
グッズをプレゼントします。
・配付時間／14:00～ ※無くなり次第終了
・配付場所／門別競馬場「とねっこゲート」
・Aiba16 ヶ所
・協

力／馬主 小林祥晃

★門別競馬場イベント
○オリジナルボールペン先着プレゼント
先着 300 名様に、オリジナルボールペンをプレゼントします。
・配付時間／14:00～ ※無くなり次第終了
・配付場所／とねっこゲート
・協

力／トレセン町内会女性部

○ハッピーグルメチケット抽選会
先着 300 名様に抽選整理券を配付し、抽選で 100 名様に、場内飲食店で使える共通お
食事券 300 円分をプレゼントします。
（当日購入の勝馬投票券 100 円以上をご提示くだ
さい）
・整理券配付時間／14:00～ ※無くなり次第終了
・整理券配付場所／とねっこゲート
・抽選時間／15:30～18:00 ※予定数に達し次第終了
・抽選場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下

○ウェルカムスープ
先着 200 名様を対象に、AIRDO の機内サービスで人気の「オリジナルオニオンスープ」
を無料サービスします。
（お一人様 1 杯）
・実施時間／14:00～ ※無くなり次第終了
・実施場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
○ラジオパーソナリティーがご案内！門別競馬場おもてなしツアー
ホッカイドウ競馬提供のラジオ番組のパーソナリティー・しろっぷ（STV ラジオ「走れ！
ホッカイドウ競馬」
）と高山秀毅（AIR-G’「馬 MORi～ホッカイドウ競馬」
）が、実況放送
室などをめぐるバックヤードツアー＆競馬教室でファンの皆様をエスコートします。
さらに、参加者には、専門紙「競馬ブック」のプレゼントと、夕食として門別競馬場の名
物「とねっこジンギスカン」の特典付きです。
・受付時間／14:00～ ※定員に達し次第、受付終了
・受付場所／とねっこデッキ
・募集人員／先着 20 名様 ※当日受付となります。
・実施時間／15:00～18:30
※途中、自由行動可です。ただし、下記イベントの団体行動時は、
集合時間等をお守りください。
・実施内容／①パーソナリティーご挨拶（15:00～）
②バックヤードツアー（しろっぷチーム／15:35～ ※2R 実況見学予定）
バックヤードツアー（高山秀毅チーム／16:05～ ※3R 実況見学予定）
③競馬教室（16:30～）
※特別講師：楽天競馬スペシャルアドバイザー・古谷剛彦氏
④夕食「とねっこジンギスカン」（17:30～）
※当日のレース時間、天候等により、イベント時間・内容等を変更する場合があります。
○ホクトくん＆ナナセちゃんによるグリーティング
ホッカイドウ競馬マスコットキャラクター・ホクトくん＆ナナセちゃんが、ファンの皆様
をお出迎えします。
・実施時間／14:00～（20 分程度） ※雨天中止
・実施場所／とねっこ広場（とねっこゲート付近）

○富川高等学校吹奏楽部 生ファンファーレ演奏
富川高等学校吹奏楽部が、日高町協賛競走の生ファンファーレを演奏します。
◇実施時間／未定
◇実施場所／ウィナーズサークル
※雨天時はポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
○グルメイベント
北海道ご当地グルメ屋台
・実施時間／14:00～ ※無くなり次第終了
・実施場所／とねっこ広場
クレープ販売
・実施時間／14:00～ ※無くなり次第終了
・実施場所／とねっこ広場

■4/18（木）
「リーディングジョッキー競走」開催日
○「リーディングジョッキー競走」開催記念抽選会
先着 500 名様に「リーディングジョッキー競走」出走予定騎手名入りの抽選整理券を配
付し、レース終了後、総合優勝した騎手の整理券をお持ちの方の中から抽選で 20 名様に
「みついし牛」をプレゼントします。
（当日購入の勝馬投票券 300 円以上をご提示くださ
い）
・整理券配付時間／14:00～ ※無くなり次第終了
・整理券配付場所／とねっこゲート
・抽選時間／20:10（優勝騎手確定後）～20:30 ※予定数に達し次第終了
・抽選場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
・協

力／みついし和牛肥育組合

○グルメイベント
北海道ご当地グルメ屋台
・実施時間／14:00～ ※無くなり次第終了
・実施場所／とねっこ広場
クレープ販売
・実施時間／14:00～ ※無くなり次第終了
・実施場所／とねっこ広場

■5/1（祝・水）
・2（休・木）春のケイバまつり
【5/1（祝・水）
・2（休・木）イベント】
○サッポロビール＆ポッカサッポロ北海道協賛プレゼント抽選会
場内の飲食店ご利用 500 円毎に 1 枚抽選整理券を配付し、抽選で合計 300 名様に、
サッポロビール・ポッカサッポロ製品などを日替わりでプレゼントします。
・実施時間／14:00～18:00 ※予定数に達し次第終了
・実施場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
・賞

品／A 賞：サッポロクラシック（350ml×6 缶パック）…各日 10 名様
B 賞：サッポロビール乾杯セット…各日 24 名様
（サッポロ生ビール黒ラベル［350ml 缶］＆サッポロ 麦とホップ［350ml 缶］
各 1 本セット）

C 賞：ポッカサッポロ北海道ファミリーセット…各日 48 名様
（Ribbon ナポリン［455mlPET］＆キレートレモン［155ml 瓶］各 1 本セット）

D 賞：リボンナポリン（190ml 缶）…各日 100 名様
E 賞：リボンちゃん×ホッカイドウ競馬コラボ自由帳…各日 118 名様
・協

賛／サッポロビール株式会社、ポッカサッポロ北海道株式会社

○スターター疑似体験
ゲート開閉テストの際に、スタンドカーに乗ってスターター疑似体験を実施します。
・受付時間／14:00～（※子ども優先 先着 2 名様）
・受付場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
・実施時間／15:00～18:00 の間で 1 回
※当日、受付場所でご案内します。
○ウニモグ体験乗車
レースの合間に馬場整備を行う特殊車両ウニモグ（ベンツ）への乗車体験を実施します。
・受付時間／14:00～（※子ども優先 先着 3 組様）
・受付場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
・実施時間／15:00～18:00 の間で 1 回
※当日、受付場所でご案内します。
○ふわふわ「アクアハウス（ボールプール）
」
ちびっこに人気のボールプールのふわふわが登場します。（お子様限定）
・実施時間／12:00～18:00 ※雨天中止
・実施場所／とねっこ広場

○ホクトくん＆ナナセちゃんによるグリーティング
ホッカイドウ競馬マスコットキャラクター・ホクトくん＆ナナセちゃんが、ファンの皆様
をお出迎えします。
・実施時間／12:00～（20 分程度） ※雨天中止
・実施場所／とねっこ広場（とねっこゲート付近）
○ひだか特産市
門別競馬場のある地元日高のウマいものが大集合します。
・実施時間／12:00～ ※無くなり次第終了
・実施場所／とねっこ広場
○グルメイベント
北海道ご当地グルメ屋台
・実施時間／12:00～ ※無くなり次第終了
・実施場所／とねっこ広場
クレープ販売
・実施時間／12:00～ ※無くなり次第終了
・実施場所／とねっこ広場

【5/1（祝・水）のみのイベント】
○ホッカイドウ競馬オフィシャルサポーター・上杉周大 アコースティックミニライブ
ホッカイドウ競馬オフィシャル応援ソング「燃える流星」を歌う、ホッカイドウ競馬オフ
ィシャルサポーター・上杉周大さんが、アコースティックミニライブを行います。
さらに、ミニライブ終了後、観覧者の中から抽選で 2 名様に、上杉さんが表彰プレゼン
ターを務める、協賛競走の口取り（記念撮影）に参加できる特典をプレゼントします。
・実施時間／13:00～（30 分程度）
・実施場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
○コスモバルク号がやってくる！トークショー・記念撮影会
ホッカイドウ競馬が生んだ国際 GⅠ馬・コスモバルク号がパドックに登場します。ホッ
カイドウ競馬オフィシャルサポーター・上杉周大さん×馬産地ライター・村本浩平さんによ
るトークショーや、先着 30 名様対象のコスモバルクオリジナルグッズ付きの記念撮影会
を行います。
＜トークショー＞
・実施時間／12:00～12:15 ごろ
・実施場所／パドック
＜記念撮影会・プレゼント抽選会＞
・整理券配付時間／12:00～
・整理券配付場所／パドック（オーナーズデッキ付近）
・参加人数／先着 30 名（※各自カメラ持参のうえ撮影お願いします）
・実施時間／12:15 ごろ～12:45 ごろ
・協

力／有限会社ビッグレッドファーム

【5/2（休・木）のみのイベント】
○ノーザンホースパーク入園券プレゼント抽選会
先着 200 名様に抽選整理券を配付し、抽選で 125 名様に「ノーザンホースパーク入園
券（4 枚組）
」をプレゼントします。
（当日購入の勝馬投票券 200 円以上をご提示ください）
・整理券配付時間／12:00～ ※無くなり次第終了
・整理券配付場所／とねっこゲート
・抽選時間／14:00～18:00 ※予定数に達し次第終了
・抽選場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
・協

力／株式会社ノーザンホースパーク

○ポニーサイクルレース「リボンちゃんカップ」
体の上下運動だけで前に進む「ポニーサイクル」を使ったレースを行います。「女性
の部」と「子どもの部」に分かれ、それぞれ予選・決勝を行い、参加者の方にはポッカ
サッポロ北海道製品をプレゼントします。イベント MC は STV ラジオ「走れ！ホッカ
イドウ競馬」
（毎週火曜日 14:35 頃～）担当パーソナリティーとしておなじみの「しろ
っぷ」が務めます。
・受付時間／12:00～12:50
※女性の部（中学生以上）・子どもの部（小学生男女）各先着 9 名様
※予定数に達し次第終了
・受付場所／ポラリス☆スタンド JBC ビジョン下
・実施時間／13:00～13:50 ※雨天中止
・実施場所／A スタンド前広場特設コース
・賞

品／女性の部：キレートレモン（155ml 瓶）
1 位 1 ケース（24 本）
・2 位 16 本・3 位 8 本・参加賞 4 本
子どもの部：リボンナポリン（190ml 缶）
1 位 1 ケース（30 本）
・2 位 20 本・3 位 10 本・参加賞 5 本

・協

賛／ポッカサッポロ北海道株式会社

○リボンちゃんと遊ぼう！ゲーム大会
Ribbon ブランドのマスコットキャラクター・リボンちゃんが登場し、リボンナポリンや
オリジナルグッズが当たる「旗あげゲーム」を実施します。イベント MC は STV ラジオ

「走れ！ホッカイドウ競馬」
（毎週火曜日 14:35 頃～）担当パーソナリティーとしてお
なじみの「しろっぷ」が務めます。
・実施時間／①14:00～ ②16:00～ ※雨天中止
・実施場所／とねっこ広場
・協

賛／ポッカサッポロ北海道株式会社

※イベントの実施時間・内容等は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

