ニュースリリース
令和元年 7 月 9 日

第 10 回 夜さ恋フェスティバル 開催！
7 月 15 日（月・祝）は、本年 12 月 27 日(金)大井競馬場及び 28 日(土)JRA 中山競馬場で実
施される「2019 ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて JRA と地方
の若手ジョッキーが争うトライアルラウンド 2 競走及び JRA 条件交流競走「よさこい盃」など迫力と
興奮の全 12 競走で高知けいばを開催します。
また、平成 21 年 7 月に始まった日本初の通年ナイター「夜さ恋ナイター」は、この 7 月で 10
周年を迎えることとなります。
これはひとえに、ファンの皆様や日々高知けいばを支えていただいている関係者の皆様のご
協力の賜物です。心からお礼申し上げます。
本年もファンの皆様へ感謝の気持ちを込めて「夜さ恋フェスティバル」として様々なイベントを
開催します。多くの皆様のお越しをお待ちしております。
JRA条件交流競走「よさこい盃」
競走日時：令和元年７月15日（月・祝）第５競走（１６時４０分発走予定）
競走条件等：サラブレッド系３歳以上
JRA所属1勝クラス 高知競馬所属B級以下
1,400m 右廻りダート
表彰式：第5競走確定後（１６時５５分ごろ）正面ステージ

騎手招待競走「2019ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド高知」
競走日時：令和元年７月15日（月・祝）
第１戦 第６競走（1７時３０分発走予定）
第２戦 第７競走（1８時１０分発走予定）
競走条件等：サラブレッド系４歳以上 1,400m 右廻りダート
紹介式：第４競走確定後（１６時１０分ごろ）正面ステージ
表彰式：第８競走確定後（１８時５０分ごろ）正面ステージ

○開催日・場所
令和元年 7 月 15 日（月・祝） 高知競馬場 開門 13：00 入場料 100 円
※当日、7 月 13 日の PR イベントで配布する夜さ恋フェスティバルうちわご持参のお客様は
入場無料。
※当日、浴衣でご来場のお客様は入場無料。さらに、特別観覧席（スタンド 4 階）も無料で
ご利用いただけます。

○来場プレゼント（13：00～ 入場口付近にて）
１．お楽しみチケット 200 円 先着 500 名
※お楽しみチケットは場内の飲食店舗で、当日に限りご使用いただけます。
２．夜さ恋ナイターオリジナルミニタオル 先着 500 名
３．ひまわり乳業様ご提供 高知名物「リープル」 先着 500 名
４．オッズパークオリジナルボールペン＆リーフレット 先着 1,000 名
○イベント
イベント内容や時間は変更となる場合があります。予めご了承ください。
１．ベリーダンスショー ＜出演：ARU Belly＞
緑地ステージ 17：35～ 18：15～ 19：15～
オーソドックスなベリーダンスから多種多様にアレンジされたベリーダンスまでお楽し
みいただけます。
２．グルメフードコーナー
アーケード内 13：00～20：00 ※売り切れ次第終了となります。
粉物、串物、揚げ物、デザートなど多彩な屋台が集結します。
高知のグルメをご堪能いただけます。
出店予定：パリス（たこ焼き）、ヴォーノ（広島風お好み焼き）、日高あきちゃんからあげ
（四万十鳥手羽先）、土佐あぐりーど（はちきん地鶏からあげ）、おくだ屋（焼きめし）、
サマサマ（赤牛・黒牛串焼き）、アジアンダイニングカフェ ララ（カレー・ナン）、オリパ
ラ（オリパラ焼き）、ドルチェかがみ（未定）
３．人気占い師による無料占い鑑定 ［料金無料］
女性専用ラウンジ横特設ブース（スタンド 3 階西） 14：00～19：00
人気のタロット占い師 “風花先生”と“ジャグナ先生”があなたを占います。カードを使
って本格的なタロット占いを体験していただけます。
４．無料ハンドトリートメント＆ネイルコーナー ［料金無料］
女性専用ラウンジ横特設ブース（スタンド 3 階西） 14：00～19：00
ハンドトリートメント、ネイルケア等の体験をしていただけます。
協力：おうちエステ rocco（ハンドトリートメント）
salon de branche（ネイル＆メイク）
５．バルーン＆マジックパフォーマー登場
場内各地 13：00～18：00
バルーンアーティスト&パフォーマーの SAMEPON さんとマジシャン鈴木さんによ
るパフォーマンス。
場内各地で驚きのパフォーマンスをご覧いただけます。
６．漁師さんによるロープワーク＆漁具作り体験 [参加費 無料]
ちびっこファーム 14：30～17：30

現役の漁師さんと一緒に、漁で使うロープの結び方や漁具作りを体験できます。
今まで知らなかった、漁具のことを知ることができます。
協力：高知県漁協上ノ加江支所
７．鰹のタタキ体験＆おふるまい ［料金無料］
緑地 14：30～ 15：30～ 16：30～
鰹のタタキ作りの体験ができます。また、鰹のタタキもふるまわれます。
協力：高知県漁協上ノ加江支所
※おふるまいは各回先着 100 名様。
８．ステンドうちわ作り [参加費 無料]
緑地 13：00～19：00
透明なステンドうちわ作りを体験できます。
光に当たると様々な色合いをみせるオリジナルのうちわが作れます。
９．高知けいばキャッシュレス会員ガラポン抽選会
スタンド１階西側エレベーター横特設ブース 13：00～20：00
高知競馬場内キャッシュレスで合計 1,000 円以上投票すると発行されるクーポンもしく
は現金投票 3,000 円以上の未確定馬券と会員カードの提示で抽選にご参加いただけ
ます。
景品例：32 型ハイビジョン液晶テレビ、ティファールフライパン鍋９点セット、CASIO
G-SHOCK、折りたたみ自転車、ネスカフェゴールドブレンド バリスタ、アイリスオーヤ
マ サイクロンクリーナーなど。
協力：日本トーター株式会社
※クーポンの発行は 19：30 まで。
※1 会員 1 回限り。景品がなくなり次第終了します。
10．使用済ゼッケンプレゼント
スタンド１階西側エレベーター横特設ブース 13：00～20：00
高知競馬場内でご購入いただいた、500 円以上の未確定馬券もしくはキャッシュレス
投票のレシートをご提示いただくと、使用済ゼッケンまたはポスターをいずれか 500 円
につき 1 点お選びいただけます。
※何回でもご参加いただけます。景品がなくなり次第終了します。
11．着ぐるみマキバオー登場
入場口付近及びアーケード南側オッズパーク特設ブース
開門から入場門でマキバオーがお出迎えします（13：00 から約 20 分）。
オッズパーク特設ブースにて来場者との記念撮影もできます。
協力：オッズ・パーク株式会社
12．オッズパーク会員向けガラポン抽選会
アーケード南側オッズパーク特設ブース 13：00～20：00
オッズパーク会員様限定で参加していただけます。景品がなくなり次第終了しま
す。
①新規会員限定：その場でご入会いただいた方にオリジナル T シャツ・お箸・
QUO カードをプレゼントします。
②既存会員向け抽選会：オッズパークサイトのログイン画面をご提示いただくと、抽選

会にご参加いただけます。
景品：オリジナル T シャツ・お箸・QUO カード（数量限定）。
※お一人様１回限り。当日会員にご入会頂いた方もご参加いただけます。
③先着 10 名様：Twitter もしくは Instagram に、#高知競馬 #夜さ恋 #オッズパークの
ハッシュタグで投稿頂いた方（投稿画面を提示）にオッズパークオリジナルモバイル
バッテリーをプレゼントします。
協力：オッズ・パーク株式会社
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◆夜さ恋フェスティバル PR イベント
令和元年 7 月 13 日（土） 18:00～21:00（景品がなくなり次第終了）
高知市帯屋町商店街アーケード西側 土曜夜市 特設ブース
〇夜さ恋フェスティバルうちわ配布
夜さ恋フェスティバル記念うちわを配布します。
7/15 の夜さ恋フェスティバルにこのうちわを持参すると入場料（100 円）が無料に
なります。
〇ミニゲーム「すいちゅうコインおとし」（無料）
１回につき３枚のコインを渡し、水槽の中のコップに１枚でも入れば景品をプレゼ
ントします。
景品例：グライダー（小）プロペラ付き、ちびっこ建設コレクション、花火ファミリー
セット、ディズニーツムツム光るかわいいダイカットブレスレット、ミニオンズコップ
巾着セットなど。
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