
12月3日（土）～12月18日（日）12月3日（土）～12月18日（日）
12月4日（日）チャンピオンズカップ（GⅠ）

12月10日（土）中日新聞杯（GⅢ）
12月4日（日）チャンピオンズカップ（GⅠ）

12月10日（土）中日新聞杯（GⅢ）

https://jra.jp

第6回 中京競馬について 入場・発売・払戻に関しては、
必ずJRAホームページの
「営業最新情報」をご確認ください。

●競馬場への入場をご希望のお客様は、事前にインターネットでご予約いただくとスムーズにご入場いただけます。
●チャンピオンズカップ当日の12月4日(日)は、事前にインターネットで予約されたお客様のみご入場いただけます。
当日、中京競馬場での入場券の発売はございません。なお、競馬場共通入場回数券もご利用いただけませんのでご注意
ください。
●12月4日(日)を除くその他の開催日は事前のネット予約のほか、開催日当日、中京競馬場にて入場券の発売を行います。
●最新の発売席数・料金・その他詳細はJRAホームページをご確認ください。

重要なお知らせ!

名鉄名古屋本線「中京競馬場前駅」から徒歩約10分

今すぐ中京競馬場
公式アカウントに登録

上記イベントの詳細は
こちらのページで

◀名鉄名古屋

東岡崎▶

※画像・イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
※各イベントは、変更・中止する場合がありますので予めご了承ください。

▶場所／東西入場門付近、パドック付近

▶抽選時間／開門～なくなり次第終了
▶賞品引換時間／開門～17時00分
▶場所／ツインハット1階馬場側特設ブース

CHUKYO
CHRISTMAS 2022

ポニー体験乗馬

◉馬券は20歳になってから ほどよく楽しむ大人の遊び　◉競馬場、ウインズへは電車・バスで　◉馬券は正規の窓口で

12.3 18土 日

12.3 25土 日 12.3 18土 日

12.3 18土 日 12.3 18土 日

その他場内イベント

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UMAJOのためのリラックスス
ペースです。
▶時間／開門～16時45分
（最終入場受付16時30分）
▶場所／ツイン
ハット3階西側エリア

※女性専用となります（男性のお客様は未就学児のみご利用いただけま
す）。※ご利用は60分までとさせて頂きます（混雑日は30分）。

※セミナーは9時30分頃から開始となります。各日のスケジュールの詳
細は当日、受付にてご確認ください。
※ビギナーズセミナーは20歳未満の方は受講できません。

UMAJO SPOT

「馬券の買い方」や「競馬新聞の読み方」を20分程度
で簡単にレクチャー。競馬ビギナーもすぐに競馬を
楽しんでいただけます!
▶受付／開門～14時30分頃
▶受付場所／ペガサススタンド東側特設ブース
▶開催場所／パノラマカー

抽選でご参加いただけます。詳細はHPでご確認
ください。
▶場所／ポニーリンク

12.3 土 12.10 土12.4 日 12.11日 12.17土 12.18 日

オンライン
イベント

第6回中京競馬イベントカレンダー

場内
イベント

チャンピオンズカップ（ＧⅠ） 中日新聞杯（ＧⅢ） 阪神ジュベナイル
フィリーズ（ＧⅠ）

第6回中京競馬激闘予告動画

魁!!勝枠勝負大抽選会

千阿無比恩頭杯激闘予告動画

天馬煌星愛統瑠の道！抽選会

チャンピオンズカップ抽選会

ポニー体験乗馬

UMAJO SPOT

ビギナーズセミナー

Welcomeチャンス！

今年も1年ありがとう！抽選会

騎手クラブグッズプレゼントキャンペーン

CHUKYO  CHRISTMAS 2022

ロングレーンホースショー YJSファイナルラウンド

犬山市物産展

日刊スポーツ抽選会

知立市物産展

Welcomeチャンス！
チャンピオンズカップ特別版

名古屋友禅グッズ販売

スポニチ抽選会

ファンファーレ生演奏

ウェルカムバンド

オリジナルフライトタグ
キーホルダープレゼント

二所ノ関
親方

トークショー

ハリウッド
ザコシショウ
トークショー

朝日杯フューチュリティ
ステークス（ＧⅠ）

※馬の体調・天候等の理由により中止となる場合がございます。



12.3 土・4 日 12.4 チャンピオンズカップ［ＧⅠ］日

千阿無比恩頭杯×魁!!男塾

11.19 12.4土 日

11.19 土

魁!!勝枠勝負大抽選会
チャンピオンズカップ(ＧⅠ)優勝馬の枠番を予想して応募しよう！的中された
方の中から抽選で500名様に千阿無比恩頭杯オリジナルグッズが当たる！
▶応募期間／11月19日(土)11時00分～12月4日(日)15時00分

魁!!男塾のキャラクターがチャンピオンズカップ(ＧⅠ)を盛り上げる！
熱狂必至のスペシャルムービー！12月5日(月)からは第6回中京競
馬激闘予告動画を限定配信！
▶配信期間／11月19日(土)11時00分～

ペガスターTwitterアカウントをフォローして、対象ツイートをリツイートされた方の中から
抽選で200名様に「千阿無比恩頭杯オリジナルQUOカード」をプレゼント！
▶応募期間／11月19日(土)11時00分～12月4日(日)23時59分
▶応募方法／①ぺガスター公式アカウント（@ChukyoKeibaCom）をフォロー
　　　　　　②キャンペーン対象ツイートをリツイート

▶抽選時間／開門～なくなり次第終了
▶賞品引換時間／開門～17時00分
▶場所／ツインハット1階馬場側特設ブース

▶配布時間／開門～なくなり次第終了
▶場所／東西入場門

昼の演奏会
▶時間／11時30分頃
▶場所／芝コース

ファンファーレ
▶時間／チャンピオンズカップ
　　　　（ＧⅠ）発走時
▶場所／ウイナーズサークル

▶時間／開門、
　最終Ｒ終了後
▶場所／西入場門付近

WEB限定

YouTube限定

千阿無比恩頭杯激闘予告動画

11.19 12.4土 日

12.4 日

12.4 日 12.4 日

12.4 日 12.4 日 12.4 日

がんばれ！天馬煌星愛統瑠の道！抽選会

二所ノ関親方トークショー
11.19 12.4土 日 WEB限定

チャンピオンズカップ抽選会
豪華賞品が当たる！

チャンピオンズカップ
特別版

オリジナルフライトタグ
キーホルダープレゼント

▶時間／開門～
▶場所／西入場門付近
　　　　特設ブース

12.4 日

名古屋友禅
グッズ販売

陸上自衛隊第10音楽隊による
ファンファーレ生演奏

ウェルカム
バンド

スポニチ抽選会

12.17土・18 日

その他WEBイベント

2022ヤングジョッキーズシリーズ
ファイナルラウンド

12.18 日12.17土

JRAと地方競馬の若手騎手が腕を競い合う、ヤング
ジョッキーズシリーズ(YJS)。今年は中京競馬場で
ファイナルラウンド、表彰式を行います！抽選で50名
様に「オリジナルブルゾン」が当たる抽選会も実施！

12.3 18土 日 12.2 11金 日

今年も1年ありがとう！抽選会
騎手クラブグッズプレゼントキャンペーン皆様に感謝を込めて

中京競馬場にまつわるクイズに正解された
方の中から抽選で1,000名様に「JRAオリ
ジナルカシミヤマフラー」などをプレゼント！
▶応募期間／12月3日(土)11時00分～
　　　　　　18日(日)23時59分

日本騎手クラブ関西支部と中京
競馬場のコラボキャンペーンを
実施！ここでしか手に入らない騎
手の直筆サイン入りグッズなどを
抽選で113名様にプレゼント！
▶応募期間／
　12月2日(金)10時30分～
　11日(日)23時59分

WEB限定 WEB限定

12.10 土・11日 12.10 土 中日新聞杯［GⅢ］

▶時間／開門～
▶場所／西入場門
　付近特設ブース

▶時間／最終Ｒ終了後
　(16時35分頃～)
▶場所／パドック

12.10 ・11土 日 12.10 ・11土 日 12.11日

ロングレーン
ホースショー

日刊スポーツ
抽選会

物産展

セレモニー
▶騎手紹介／4R終了後(11時40分頃～)
▶場所／ウイナーズサークル
▶表彰式／最終R終了後(16時35分頃～)
▶場所／パドック

JRAオリジナル
カシミヤマフラー（全3種）

馬王姿絵
(宮下あきら直筆サイン入りポスター・全8種)

千阿無比恩頭杯オリジナルQUOカード（全8種）

えんぶれむ

炎武烈夢
（校章）勝馬祈願T（全8種）

藤岡佑介騎手サイン入り
2022金鯱賞レースパネル

LOGOSジャケット＆トートセット中京競馬場70周年記念
オリジナルカレンダー

ほかほか

ほか

12.3 土・4 日 12.4 チャンピオンズカップ［ＧⅠ］日

協力：名古屋競馬株式会社

協力：名古屋競馬株式会社

推し馬グランプリにもゲストとして参加中の二所ノ関親方(元横綱・
稀勢の里)を招いてトークショーを開催！
▶時間／最終R終了後(16時35分頃～)
▶場所／パドック
▶MC／津田麻莉奈

※お一人様1回の参加とさせていただきます。※サイズはお選びいただけません。

※賞品、およびデザインはお選びいただけません。 ※賞品はお選びいただけません。

▶時間／開門～なくなり次第終了
▶場所／西入場門付近特設ブース
▶参加方法／12月11日(日)の日刊スポーツを提示、
　　　　　　もしくはその場で購入※馬の体調・天候等の理由により中止となる場合がございます。

※賞品、およびデザインはお選びいただけません。

※QUOカードのデザインはお選びいただけません。

※賞品、およびデザインはお選びいただけません。

抽選会
▶抽選受付／開門～なくなり次第終了
▶場所／東入場門付近イベントブース
▶参加方法／当日購入された勝馬投票券、
　またはUMACA投票明細1,500円以上
　(確定前のレースのみ)の提示

大人気お笑い芸人のハリウッドザコシショウ
さんを招いてネタとトークのお笑いステージ
を開催！
▶時間／最終R終了後
　(16時35分頃～)
▶場所／パドック
▶MC／津田麻莉奈

チャンピオンズカップ（ＧⅠ）の開催日を当てるクイズに正解された方の中から
抽選で1,000名様に「GARMIN スマートウォッチ Instinct ２S」や「中京競馬
場ダートコースの砂」など豪華賞品をプレゼント！
▶応募期間／11月19日(土)11時00分～12月4日(日)23時59分

GARMIN スマートウォッチ Instinct 2S

チャンピオンズカップ × 
LOGOSレインジャケット

チャンピオンズカップ
オリジナルスマホ手袋

中京競馬場ダートコースの砂

犬山ローレライ麦酒・
炭火焼ソーセージ

オリジナルブルゾン

大あんまき

Twitter限定

チ ャ ン ピ オ ン ズ カ ッ プ

ペ ガ ス タ ー ア イ ド ル

※スマホ手袋の色はお選びいただけません。
※12月4日(日)の賞品はチャンピオンズカップ
　特別版のみとなります。

12.10 土犬山市
12.11日知立市

▶時間／開門～なくなり次第終了
▶場所／西入場門付近特設ブース
▶参加方法／12月4日(日)の
　スポニチを提示、もしくはその場で購入

ハリウッドザコシショウ
トークショー

中京競馬場マスコットキャラクター


