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   「全日本２歳優駿からケンタッキーダービーへ」関係イベントのみを掲載 

     (イベント等の内容、実施時間は変更又は中止する場合があります) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

「川崎から世界へ」の夢を！ 
ケンタッキーラウンジ OPEN !!  

    平成 30 年度第 10 回川崎競馬 

12 月 17 日（月）～12 月 21 日（金） 

 

        農林水産大臣賞典  

＜重賞＞   第 69 回 全日本２歳優駿（JpnⅠ） 
1２月１９日（水）20：10発走予定 
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No.１ 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

稲村亜美スペシャルトークショー with草野仁、MC小堺翔太（１２月１９日（水）） 

テレビや雑誌などますます活躍の場を広げている川崎競馬イメージキャラクターの稲村亜美さんと、テレビキャス

ターで川崎競馬の馬主でもあった草野仁さんを招いてスペシャルトークショーを行います。MC は、競馬専門番組グ

リーンチャンネルのアナウンサーの小堺翔太さんです。どんなトークショーになるのかお楽しみに！  

（６Ｒ・８Ｒ終了後／ウィナーズサークル） 

        （稲村 亜美さん）          （草野 仁さん）           （小堺 翔太さん） 

 

No.２ 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

全日本２歳優駿直前予想トークショー（１２月１８日（火）） 

楽天競馬スペシャルアドバイザーで競馬専門チャンネルのグリーンチャンネルなどで活躍している古谷剛彦さ

んと、同じくグリーンチャンネルなど競馬番組で司会を務める岡部玲子さんで全日本２歳優駿直前予想トークショ

ーを行います。MCは、BSイレブン競馬中継などに出演していた岡村麻純さんです。  

「全日本２歳優駿」前日発売購入のご参考に聞いてください。 

（７Ｒ・９Ｒ終了後／ウィナーズサークル） 

         （古谷 剛彦さん）        （岡部 玲子さん）           （岡村 麻純さん） 

 

No.３ 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

全日本２歳優駿スピートﾞくじ（１２月１９日（水）） 

     当日の来場者先着５，０００名にスピードくじを配布。抽選で次の賞品をプレゼントします。 

オリジナルブランケット（70㎝×100㎝） ・・・・・・・・・・・・・700名 
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（開門から抽選券配付終了まで／配付：各入場門、賞品引換：ファン案内所・景品交換所） 

                       （オリジナルブランケット（イメージ）） 

 

No.４ 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

全日本２歳優駿 勝ち馬当てクイズ（１２月１８日（火）、１９日（水）） 

全日本２歳優駿競走の実施を記念して、勝ち馬当てクイズを行います。 

正解者の中から抽選により次の賞品が当たります。 

オリジナルエコバッグ  ・・・・・・・・・ １０名様 

特別観覧席Ｂペア入場券    ・・・・・・・・・ ３０組（６０名様）（３1年４月５日まで有効） 

（重賞日及び正月開催を除く） 

※応募はお一人様一回でお願いします。複数の応募は無効となります。 

                       （オリジナルエコバッグ） 

応募方法：入場門、ファン案内所にある応募用紙に必要事項を記入し、ファン案内所の応募箱にご投函ください。 

発   表：賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

締   切：対象レース発走１５分前 

 

No.５ 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ 

 米国チャーチルダウンズインコーポレーション CEO来場 (12月 19日(水)) 

全日本２歳優駿競走が行われる平成30年12月19日に、米国のケンタッキーダービーが開催されているチャー

チルダウンズ競馬場を所管するチャーチルダウンズインコーポレーションのウィリアム・カールスタンジェンＣＥＯが

来場します。 

    これは既にご案内のとおり、全日本２歳優駿競走が昨年からケンタッキーダービー出走馬選定ポイントレースに

選ばれ、川崎から世界への扉が開かれたことによります。 
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    カールスタンジェンＣＥＯは全日本２歳優駿競走の表彰式において、優勝馬主にケンタッキーダービー選定ポイ

ントボードと副賞を、また、同競馬場社長からは、バラのレイを贈呈します。 

    なお、カールスタンジェンＣＥＯは、チャーチルダウンズ競馬場協賛レースにおいてもプレゼンターを務めます。 

（10レース終了後、11レース終了後／ウィナーズサークル） 

 

No.６ 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

チャーチルダウンズ競馬場協賛レース(１２月１９日(水)) 

全日本２歳優駿競走が、昨シーズンに引き続き、毎年５月にアメリカのチャーチルダウンズ競馬場で行われる

ケンタッキーダービーの出走馬選定ポイントレースに選定されました。これを記念して、当日第 10 レースに協賛

レースを行います。 

   地方競馬のレースが海外の GⅠレース出走馬選定ポイントレースとなっているのはこの全日本２歳優駿だけ

であり、まさに「川崎から世界へ」の門戸が開かれているといえます。 

（ 第 10レース / 走路） 

 

No.７ 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

「My Old Kentucky Home独唱」(１２月１９日(水)) 

“My Old Kentucky Home“はケンタッキーフライドチキンの TVCMでも使用されているアメリカ合衆国ケンタッキ

ー州の州歌です。ケンタッキーダービーでは、ダービー出走馬の馬場入場の際に、観客全員がこの歌を歌うのが

習わしとなっています。 

第 10 レースの馬場入場の前に、バリトン歌手飯田研良さんの独唱をピアニスト飯田典子さんの伴奏で行いま

す。司会はトークショーにも出演してくれた草野仁さんが務めます。 

（ 第 10レース本馬場入場前／ウィナーズサークル） 

        （飯田 研良さん）        （飯田 典子さん）             （草野 仁さん） 

 

No.８ 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

全日本２歳優駿表彰式 (１２月１９日(水)) 

米国ケンタッキーダービーは、優勝馬にバラのレイが掛けられることから通称「ラン・フォー・ザ・ローゼス 

（Run for the roses）」と呼ばれています。通常の表彰式に加えて、優勝馬の馬主へケンタッキーダービー選定ポ

イントボードと、バラのレイを贈呈します。 

また、表彰式にはおみくじ馬券の販売を行った小町のお二人がプレゼンターとして再登場します。 
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 （ 第 11レース 全日本２歳優駿 表彰式 ／ウィナーズサークル） 

 

No.９ 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

バラのカツマルくんボード登場！（全開催日） 

 「ラン・フォー・ザ・ローゼス（Run for the roses）」にちなみ、バラのカツマルくんボードが登場します！ 

大きさはなんと縦３メートル、横３メートルの巨大サイズです。ボード前で来場の記念撮影をお楽しみ下さい。 

  （ ２号スタンド１階第２入場門側入り口 ） 

                     （バラのカツマルくんボード(イメージ)） 

 

No.10 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

ミントジュレップ販売 (ケンタッキーラウンジ：全開催日／ロジータホール：１２月１９日(水) ) 

米国チャーチルダウンズ競馬場でケンタッキーダービー開催時に毎年販売されるケンタッキーダービー公式

バーボン WOODFORD RESERVEで作る「ミントジュレップ」を販売します！ 

ロジータホールでは、川崎日航ホテルのバー「夜間飛行」のバーテンダー、川高幸二氏がカウンターに入り、

本場の味を全日本２歳優駿オリジナルカップにて再現します。また、コーヒーにバーボンを垂らしてホイップクリー

ムをのせたホットカクテル「ケンタッキーコーヒー」も併せて販売します。 

ケンタッキーラウンジでの提供はバーボンの種類が３種類の中からお選びいただけます。 

今開催はオープン記念価格として５０％OFFの ５００円！数量限定ですので、お早めにお買い求めください。 

 （開門～メインレース確定まで／１号スタンド３階ケンタッキーラウンジ[全開催日]、 

２号スタンド１階ロジータホール[１２月１９日(水)] ） 

                                             （  昨年の様子  ） 
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No.11 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

川崎競馬場オリジナルクラフトビール「ロジータ」販売 

 ( ケンタッキーラウンジ：全開催日／ ロジータホール：１２月１９日(水) ) 

「ロジータ（エール）」、「ロジータ・ピルスナー」、「ロジータ・ウィート」(1杯／600円)と、３種類のロジータを少しず

つ飲み比べできるお試しセットを 1,000円で販売します。数量限定ですので、お早めにお買い求めください！ 

（開門～メインレース確定まで／１号スタンド３階ケンタッキーラウンジ[全開催日]、 

２号スタンド１階ロジータホール[１２月１９日(水)] ） 

                （オリジナルクラフトビール「ロジータ」(イメージ)） 

 

No.12 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

ロジータビールブース特別抽選会 (１２月１９日(水)) 

ロジータホール売店でお飲物をご購入のお客様先着 100名様限定のはずれなしの抽選会！(お一人様一回

限り） ケンタッキーダービーの伝統でもある華やかな帽子や髪飾り、バラのコサージュ等が当たります。 

（開門～抽選券配布終了まで／ロジータホール）                            

 

No.13 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

ケンタッキーフライドチキン（ＫＦＣ）販売 (１２月１９日(水)) 

昨年も大好評だった米国ケンタッキー州の名前をブランド名にしたお馴染みの「ケンタッキーフライドチキン（Ｋ

ＦＣ）」が特別出店します！冷めても美味しいホームタイプのフライドチキンが購入できます。 
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      全日本２歳優駿を観戦しながらケンタッキーのフライドチキンとロジータビール、川崎競馬ならではのマリアー

ジュ。 

 （開門～メインレース確定まで／ロジータホール） 

 

No.14 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

ケンタッキーラウンジ OPEN （全開催日） 

川崎競馬では、毎年 12 月に開催している「全日本２歳優駿（JpnⅠ）」競走が、昨年からケンタッキーダービー

出走馬選定ポイントシリーズの構成競走に選定されたことに伴い、このたび「ケンタッキーダービーを感じられる

空間」をテーマに、１号スタンド３階の一部をリニューアルし、有料エリア「ケンタッキーラウンジ」をオープンしまし

た。 

ラウンジ内にはレストラン＆バー「2 MINUTES」もオープン。スポーツバーのようなモダンな空間で、川崎競馬

場オリジナルクラフトビール「ロジータ」やミントジュレップ、アメリカのグルメが楽しめます。 

◆ ご利用方法 ◆ 

■ 利用可能な日： 川崎本場開催日の開門から最終レースまで 

■ 利用料金： １人１日 1,000円（ワンドリンク付き） 

■ 定 員： 150名 

■ 利用申込の方法等 

 ・ ２号スタンド１階の特別観覧席売場でチケットをお求めください。 

 ・ 1号スタンド 3階へは第 2入場門前エスカレーターをご利用ください。 

 ・ 事前申込はありません。当日先着順です。 

■ その他 

 ・ ケンタッキーラウンジは特別観覧席のように指定席ではないため、専用の席が確保されて 

いるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。 

 ・ 15歳未満は無料です、15歳以上は利用料金（お一人様 1,000円）を頂きます。 
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                                   （ケンタッキーラウンジ） 

 

No.15 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

ケンタッキーラウンジ OPEN記念 限定グッズ配布 （全開催日） 

第１０回開催より「ケンタッキーダービーを感じられる空間」をテーマにオープンする「ケンタッキーラウンジ」のオ

ープン記念に、ケンタッキーラウンジをご利用のお客様、各日先着１５０名様に「オリジナル白雲石吸水コースター」

をプレゼントいたします。 

（開門から賞品終了まで／ケンタッキーラウンジ） 

 （オリジナル白雲石吸水コースター（イメージ）） 

 
No.16 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

ケンタッキーラウンジＯＰＥＮ記念 ビギナーウェルカムウィーク (１２月１９日(水)) 

川崎競馬では、競馬初心者の方を対象に、競馬の知識を学び、楽しんでいただくためのセミナーを開催してお

ります。「ビギナーウェルカムウィーク（第 2弾）」と題し、12月 17日（月）～21日（金）の”カップル＆ご夫婦限

定”、“シニア限定”、”女性限定“など各日に初心者向けの競馬教室を開催します。 

12月 17日（月）よりオープンするエレガントで優雅な有料エリア、「ケンタッキーラウンジ」内の「ローズルーム」

を使用した、お食事付きのお得なセミナーです。 

馬券の購入方法や競馬の楽しみ方をレクチャーするほか、パドックなどのバックヤードツアー、プレゼント抽選

会なども実施します。オープンしたばかりのケンタッキーラウンジで、食事を楽しみながら、優雅に競馬を学んでみ

てはいかがでしょうか。 

詳しくはこちらをご覧ください 

https://www.kawasaki-keiba.jp/news/article-event/post-7594/ 

 

No.17 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ  

「全日本２歳優駿場内装飾」（全開催日） 

昨年より「全日本２歳優駿」が米国ケンタッキーダービー出走馬選定ポイントレースに選定されたことを記念して、

https://www.kawasaki-keiba.jp/news/article-event/post-7594/
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米国ケンタッキーダービーの「ラン・フォー・ザ・ローゼス（Run for the roses）」の通称にちなみ、川崎競馬場内を薔

薇色に装飾いたします。色鮮やかな薔薇色に変身した競馬場内をお楽しみください。 

 （競馬場内） 

 

 

No.18 全日本 2歳優駿からケンタッキーダービーへ 

 全日本 2歳優駿ステップレース紹介 （全開催日） 

国内の２歳ダート最強馬を決める全日本２歳優駿。昨年より「全日本２歳優駿」が米国ケンタッキーダービー出走

馬選定ポイントレースに選定されたことを記念して、「JAPAN ROAD TO THE KENTUCKY DERBY」と題し、内馬場

地下通路にて「全日本２歳優駿」への出走権獲得レース優勝馬の写真を展示しています。 

さらなる活躍が期待される馬達の栄光への第 1歩をご覧ください。 

（ 昨年の内馬場地下通路展示風景 ） 

 


