
(1) ばんえい競馬 ◆住所
◆電話

北海道帯広市西13条南 9丁目
0155-34-0825

【公式サイト】ばんえい十勝オフィシャルサイト
http://www.banei-keiba.or.jp/index.html

【レース中継など】
①ケーブルテレビ『ばんえい競馬ライブ中継』
■放送局 ：帯広シティーケーブル
■放送内容 ：ライブ中継

■放送日 ：競馬開催日

■放送時間 ：開催全時間

■放送エリア：帯広市内

②ラジオ放送 EVENING TRAX『ばんえい競馬 トークdeゴー！』
■放送局 ：FM　WING
■放送内容 ：レース情報、競馬場イベント情報、ばんばコーナーなど

■放送日 ：毎週火曜日

■放送時間 ：17:30 ～17:40

【専門紙】
①競馬ブック http://www.keibabook.co.jp/
■サービス内容 1) FAXサービス

2) ネット新聞
3) メール新聞

■問い合わせ先 info@keibabook.co.jp

レース展望 http://ganbare-chihoukeiba.info/
地元専門紙記者による「レース展望」、「コメント一覧」など予想情報掲載

競馬場別インフォメーション
OddsParkClub 特別付録
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(3) 岩手競馬 盛岡競馬場 ◆住所 ◆電話岩手県盛岡市新庄字上八木田10 019-651-2999

水沢競馬場 ◆住所 ◆電話岩手県奥州市水沢区姉体町阿久戸1-2 0197-23-2999

【公式サイト】岩手競馬公式サイト http://www.iwatekeiba.or.jp/
【専門紙】

①エイカン http://www.eikan.jp/
■サービス内容 1) 新聞

2) ネット新聞
3) 新聞宅配サービス
※宅配エリアについてはお問い合わせください。

■問い合わせ先 webmaster@eikan.jp

019-661-0563
019-661-1525（FAX）

②ケイシュウ http://keishu.shop-pro.jp/
■サービス内容 1) 新聞

2) ネット新聞
3) 新聞宅配サービス
※宅配エリアについてはお問い合わせください。

■問い合わせ先 http://keishu.shop-pro.jp/

③テシオ http://www.uma2life.jp/
■サービス内容 1) ネット新聞 ■問い合わせ先 www.uma2life.jp/contact/index.php
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(2) ホッカイドウ競馬 門別競馬場 ◆住所
◆電話

北海道沙流郡門別町富川駒丘76-1
01456-2-4110

【公式サイト】ホッカイドウ競馬公式サイト http://www.hokkaidokeiba.net/

【レース中継など】
①スカパー『ホッカイドウ競馬実況ライブ中継』
■放送局 ：スカパー795　ノーススクランブル
■放送内容 ：ライブ中継

■放送日 ：競馬開催日

■放送時間 ：14:00 ～21:00 頃

■放送エリア：全国

【専門紙】
①競馬ブック http://www.keibabook.co.jp/
■サービス内容 1) FAXサービス

2) ネット新聞
3) メール新聞 ■問い合わせ先 info@keibabook.co.jp

馬産地発 HP「がんばれ !ホッカイドウ競馬」http://www.h-keiba.net/
「当たる !?レース予想」「とれたて産直ブログ」など馬産地ならではの情報掲載

【新聞】 新聞名 販売エリア 掲載内容
道新スポーツ ホッカイドウ メイン・準メイン中心に掲載
サンケイスポーツ 本州 メイン・準メインレース
スポーツニッポン 本州 メイン・準メインレース
ニッカンスポーツ 本州 メイン・準メインレース
スポーツ報知 本州 メイン・準メインレース
東京スポーツ 関東 メイン・準メインレース
大阪スポーツ 関西 メイン・準メインレース
中京スポーツ 中部 メイン・準メインレース

：帯広市内

地元専門紙記者による「レース展望」、「コメント一覧」など予想情報掲載



(4) 金沢競馬 ◆住所
◆電話

石川県金沢市八田町西1
076-258-5761

【公式サイト】金沢競馬公式サイト
http://www.kanazawakeiba.com/

【公式メルマガ】「ハッピー君通信」
http://www.kanazawakeiba.com/bnr/happy.html

【レース中継など】
①ケーブルテレビ『金沢競馬ライブ中継』
■放送局 ：金沢ケーブルテレビネット
■放送内容 ：ライブ中継

■放送日 ：金沢競馬開催日

■放送時間 ：１０：３５～最終レース
■放送エリア：金沢市、内灘町、野々市市、川北町

【専門紙】
①キンキ http://keiba-kinki.e-shinbun.net/
■サービス内容 1) ネット新聞 ■問い合わせ先 http://keiba-kinki.e-shinbun.net/modules/contacts/

②競馬カナザワ http://ekeiba.msg.co.jp(ネット新聞販売サイト)
■サービス内容 1) ネット新聞 ■問い合わせ先 k.kanazawa@spacelan.ne.jp

③ホクリク http://www.hokurikusya.com/
■サービス内容 1) ネット新聞 ■問い合わせ先 fwny0634@mb.infoweb.ne.jp

076-292-3472

④競馬ホープ http://www.myfavorite.bz/hope/pc/
■サービス内容 1) ネット新聞

2) 新聞宅配サービス
※配達エリアについてはお問い合わせください。

■問い合わせ先

076-292-1178
hope.sakai@spacelan.ne.jp

競馬場別インフォメーション競馬場別インフォメーション
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http://keishu.shop-pro.jp/

：全国

「当たる !?レース予想」「とれたて産直ブログ」など馬産地ならではの情報掲載



(5) 笠松競馬 ◆住所
◆電話

岐阜県羽島郡笠松町若葉町12
058-387-9079

【公式サイト】笠松競馬公式サイト
http://www.kasamatsu-keiba.com/

【専門紙】
①競馬エース http://www.keiba-ace.jp/ace/html/top/

■サービス内容 1) ネット新聞 ■問い合わせ先 http://keiba-ace.e-shinbun.net/modules/contacts/

②競馬東海 http://tokai.e-shinbun.net/

■サービス内容 1) ネット新聞 ■問い合わせ先 http://tokai.e-shinbun.net/modules/contacts/

【新聞】
新聞名 販売エリア 掲載内容

岐阜新聞 岐阜 全開催日全レース
伊勢新聞 三重県 全開催日全レース
中日スポーツ 中部 全開催日全レース
東京スポーツ 関東 全開催日全レース
中京スポーツ 中部 全開催日全レース
大阪スポーツ 関西 全開催日全レース
日刊スポーツ 中部 全開催日全レース
スポーツニッポン 中部 全開催日全レース
スポーツ報知 中部 全開催日全レース

オッズパークグランプリ2011ラブミーチャン号オッズパークグランプリ2011ラブミーチャン号 笠松競馬場笠松競馬場 オグリキャップの像

競馬場別インフォメーション競馬場別インフォメーション
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(6) 名古屋競馬 ◆住所
◆電話

愛知県名古屋市港区泰明町1-1
052-661-9795

【公式サイト】名古屋競馬公式サイト
http://www.nagoyakeiba.com/

https://twitter.com/758Dreamgetters公式 Twitter はこちら
https://www.facebook.com/758keiba公式 Facebook はこちら

【レース中継など】
①ケーブルテレビ『名古屋競馬レースダイジェスト』
■放送局 ：Star Cat  CATV
■放送内容 ：結果放送 (ダイジェスト放送 )
■放送日 ：全開催日
■放送時間 ：22：00～ 22：28
■放送エリア：名古屋市

②スカパー『エキサイティンググランプリ』
■放送局 ：スカパー 636
■放送内容 ：ライブ中継
■放送日 ：全開催日
■放送時間 ：13：00 ～17：00
■放送エリア：全国

【専門紙】
①競馬エース

http://www.keiba-ace.jp/ace/html/top/

■サービス内容 1) ネット新聞
■問い合わせ先

http://keiba-ace.e-shinbun.net/modules/contacts/

②競馬東海 http://tokai.e-shinbun.net/

■サービス内容 1) ネット新聞
■問い合わせ先

http://tokai.e-shinbun.net/modules/contacts/

【新聞】
新聞名 販売エリア 掲載内容

中日スポーツ 東海 全開催日程全レース
スポーツ報知 全国 全開催日程全レース
スポーツニッポン 全国 全開催日程全レース
中京スポーツ 全国 全開催日程全レース
日刊スポーツ 全国 全開催日程全レース
伊勢新聞 伊勢志摩 全開催日程全レース

５０回ゴールドウィング賞

名古屋競馬場

競馬場別インフォメーション競馬場別インフォメーション
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(7) 兵庫競馬 園田競馬場 ◆住所
◆電話

兵庫県尼崎市田能2-1-1
06-6491-0601

姫路競馬場 ◆住所
◆電話

兵庫県姫路市広峰2-7-80
0792-82-5181

【公式サイト】園田・姫路競馬公式サイト
http://www.sonoda-himeji.jp/

【公式メルマガ】「そのだ・ひめじメルマガ」
http://m-sonoda-himeji.jp/bosyu/

【レース中継など】
①スカパー『競馬中継～園田・姫路』
■放送局 ：スカパー！255Ch
■放送内容 ：ライブ中継
■放送日 ：全開催日

■放送時間 ：10:00 ～17:00
（ナイター開催14:00 ～21:00）

■放送エリア：全国

②UHF『園田競馬ダイジェスト』
■放送局 ：サンテレビ
■放送内容 ：結果放送 (ダイジェスト放送 )
■放送日 ：全開催日
■放送時間 ：23:30 ～23：45（月・金 24:35～24:50)
■放送エリア：兵庫県、大阪府

③ラジオ放送『競馬レポート』
■放送局 ：ラジオ関西
■放送内容 ：結果放送・その他 (インフォメーション )
■放送日 ：月曜日～金曜日
■放送時間 ：17:43～17:50

【専門紙】
①競馬キンキ http://ekeiba.msg.co.jp/（販売サイト）
■サービス内容 1) ネット新聞
■問い合わせ先 net-shinbun@keibabook.co.jp

①園田・姫路競馬専門紙 園田ニュース
http://keiba-kinki.jp/index_02.html
■サービス内容 1) ネット新聞

【新聞】
新聞名 販売エリア 掲載内容

サンケイスポーツ 関西版 関西 全開催日全レース
ニッカンスポーツ 関西版 関西 全開催日全レース
スポーツニッポン 関西 全開催日全レース
デイリースポーツ 関西 全開催日全レース
スポーツ報知 関西 全開催日全レース
東京スポーツ（大・九スポ含 ) 全国 全開催日全レース

競馬場別インフォメーション競馬場別インフォメーション
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(8) 高知競馬 ◆住所
◆電話

高知県高知市長浜宮田2000
088-841-5123

【公式サイト】高知競馬公式サイト
http://www.keiba.or.jp/

【レース中継など】
①スカパー『高知競馬ナイター』
■放送局 ：スカパー！255Ch
■放送内容 ：ライブ中継・結果放送(ダイジェスト放送)
■放送日 ：開催日

■放送時間 ：未定～21：00
■放送エリア：全国

②ケーブルテレビ『高知競馬中継』
■放送局 ：高知ケーブルテレビ
■放送内容 ：ライブ中継
■放送日 ：開催日

■放送時間 ：未定～21：00 頃
■放送エリア：高知市周辺

③ケーブルテレビ『高知競馬中継』
■放送局 ：西南地域ネットワーク
■放送内容 ：ライブ中継
■放送日 ：開催日

■放送時間 ：未定～21：00
■放送エリア：宿毛市

【専門紙】
①福ちゃん新聞 http://fukuchan.e-shinbun.net/
■サービス内容

※新聞宅配エリアについてはお問い合わせください。
4) 新聞宅配サービス

1) 新聞
2) ネット新聞
3) メール新聞

■問い合わせ先 088-832-5581

②中島競馬号 http://ekeiba.msg.co.jp/
(ネット新聞販売サイト)

■問い合わせ先 net-shinbun@keibabook.co.jp

レース展望 http://www.h-keiba.net/
地元専門紙記者による「レース展望」、「コメント一覧」など予想情報掲載

【新聞】
新聞名 販売エリア 掲載内容

高知新聞 高知県 開催日等
東京スポーツ 関東 開催日
中京スポーツ 中部 開催日
大阪スポーツ 関西 開催日
サンケイスポーツ 関東 開催日
デイリースポーツ 関西 開催日
日刊スポーツ 関西 開催日

競馬場別インフォメーション競馬場別インフォメーション
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(9) 佐賀競馬 ◆住所
◆電話

佐賀県鳥栖市江島町字西谷3256-228
0942-83-4538

【公式サイト】佐賀競馬公式サイト
http://www.sagakeiba.net/

【専門紙】
①通信社 http://blog.livedoor.jp/tuushinsya/

■サービス内容 1) ネット新聞 ■問い合わせ先 net-shinbun@keibabook.co.jp(ネット新聞販売サイト問合せ )

②競馬日本一 http://nihonichi.bz/

■サービス内容 1) ネット新聞 ■問い合わせ先 n-one@giga.ocn.ne.jp

【新聞】
新聞名 販売エリア 掲載内容

九州スポーツ 九州 重賞告知
スポーツニッポン 九州 重賞告知
日刊スポーツ 九州 重賞告知
西日本スポーツ 九州 重賞告知
スポーツ報知 九州 重賞告知
佐賀新聞 九州 開催初日の前日

第２７回中島記念ウルトラカイザー号第２７回中島記念ウルトラカイザー号 第 33回佐賀記念マイネルボウノット第 33回佐賀記念マイネルボウノット
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