
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1949 年（昭和 24 年）から名古屋市港区で土
どん

古
こ

競馬として親しまれてきた名古屋競馬

場は、2022年 3月 11日（金）に 73年間の幕を閉じ、弥富市へ移転します。 

移転に合わせ、これまでの感謝と新競馬場の紹介のため、閉場式典、開場式典及び 

関連イベント等を下記のとおりそれぞれ開催します。 

 

                   記 

１ 閉場式典について 

〇日時：2022年 3月 11 日（金）午後 5時から午後 5時 30分まで  

※第 27回名古屋競馬終了後 

〇場所：（現）名古屋競馬場内ウイナーズサークル（名古屋市港区泰明町 1丁目 1番地） 

    電話番号：052-661-9795 

〇式典内容 

・メモリアル映像の上映 

・主催者及び来賓挨拶 

・地元地区代表者への感謝状の贈呈 

・新ファンファーレの披露等 

〇出席者(予定) 

・愛知県競馬組合管理者（愛知県知事）、愛知県競馬組合議会議長、農林水産省、 

総務省 等 

 

２ 開場式典について 

〇日時：2022年 3月 22 日（火）午後 5時から午後 5時 30分まで 

〇場所：（新）名古屋競馬場内パドック（弥富市駒野町１番地）   

     電話番号：0567-69-7282（※3月 14日以降、繋がります） 

〇式典内容 

 ・主催者及び来賓挨拶 

  ・弥富市にゆかりのある方々によるアトラクション 

（弥富市紹介やなぎなた演武等） 

〇出席者(予定) 

・愛知県競馬組合管理者（愛知県知事）、 

愛知県競馬組合議会議長、農林水産省、総務省 等 

 ※一般の方はご入場できません。 

名古屋競馬場の閉場式典及び開場式典等の開催について 

２０２２年３月３日（木） 

愛知県農業水産局畜産課競馬グループ 

担当：中野、鵜飼 

ダイヤルイン 052-954-6466 

愛知県競馬組合総務部総務広報課 

担当：石黒、江馬、青木 

ダイヤルイン 052-661-9795 

農林水産省、名古屋市政記者クラブ 

豊明記者クラブ、弥富市 

愛知クラブ（東京）、都道府県記者クラブ 同時 

新競馬場イメージ図 



３ 名古屋競馬場 記者向け内覧会について 

〇日時：2022年 3月 22 日（火）午前 10時から開場式典開始(午後 5時)まで 

〇場所：（新）名古屋競馬場（弥富市駒野町１番地） 

〇対象：報道機関 

○内容：新名古屋競馬場の施設について説明するパネルを随所に展示。 

模擬レース（第 1競走 正午発走 最終競走 午後 4時発走）の実施予定 
 

４ 取材について 

閉場式典、開場式典及び内覧会の取材を希望される場合は、別紙【取材申込書】に

より、愛知県競馬組合総務広報課までＦＡＸにてお申し込みください。 

  【申込先】 

   愛知県競馬組合 総務広報課 

   FAX：052-652-6372 

   取材申込フォーム URL：https://www.nagoyakeiba.com/questionnaire/shuzai-mk.html 
   

【締切日】 

閉場式典       ：2022年 3月 7 日（月）午後 4時まで(必着) 

2022年 3月 10日（木）午後 4時まで(必着) 

開場式典及び内覧会  ：2022年 3月 14日（月）午後 4時まで(必着) 

 
〔閉場式典・開場式典及び内覧会の取材に係るお知らせ/注意事項〕 

◇記者受付 

閉場式典:名古屋競馬場会館 2階総務広報課（名古屋市港区泰明町 1丁目 1番地） 

開場式典及び内覧会:（新）名古屋競馬場正門（弥富市駒野町 1番地） 

※ 閉場式典及び開場式典は午後 5 時までの受付とし、プレス腕章をお渡しします。 

※ 内覧会は午前 10時から開場式典開始(午後 5時)までの間、自由に出入りできます。 

   ◇プレスルーム 

閉場式典：（現）名古屋競馬場東スタンド 3階（47席程度） 

開場式典：（新）名古屋競馬場スタンド棟 3階 報道機関控室（18席程度） 

※ プレスルームの席には限りがありますのでご了承願います。新型コロナウイルス

感染症対策のため、取材は最小人数でお願いします。 

◇交通機関 

    【閉場式典】 

 当日は混雑が予想される為、公共交通機関でのご来場に御協力ください。 

    【開場式典】 

 無料駐車場があります。(2,000台程度) 

 近鉄蟹江駅から競馬場までの無料送迎バス（29名定員）をご利用いただけます。 
 

3月 22日(火)限定近鉄蟹江駅出発時刻 

午後 2時：27 分・34分・42分 

 午後 3時：02分・18分・22分・42分 

  午後 4時：02 分・22分・34分・45分 

  ※近鉄蟹江駅までの帰路についても、無料バスあり 

◇注意事項 

※ 場内ではマスク着用、手指消毒の徹底、取材時のソーシャルディスタンスの確保、

また、37.5度以上の発熱の場合はご来場を控えていただくなど、新型コロナウイ

ルス感染症対策にご協力ください。 

※ 競走馬に対してのフラッシュ使用及び三脚の使用は厳禁です。 

※ 競馬場内では競走馬が優先です。競走馬が通る際は、競走馬が通り過ぎるまでは

動かず、競走馬が通り過ぎた後に動くようお願いします。 

※ 一般のお客様のご迷惑となる撮影をしない等配慮をお願いします。 

※ 場内においては職員、警備員等の指示に従った行動をお願いします。 

 

https://www.nagoyakeiba.com/questionnaire/shuzai-mk.html


（参考） 関連イベント 

〈現 名古屋競馬場（住所 名古屋市港区泰明町 1 丁目 1番地）〉 

日 時 2022年 3月 8 日（火）から 11日（金）まで 

（第 27回名古屋競馬開催期間中） 

各日午前 10時 30分から午後 5時頃まで 

内 容 名古屋競馬場の過去を振り返る写真展等を開催します。 

〇73年間の軌跡、公募した写真やエピソードと年表の展示 

〇過去のレース映像の上映：名勝負や記念レース映像等の上映 

〇記念品の配布：クリアファイルを来場者に配布 等 

場 所 入場門、東スタンド 2階 
 

日 時 2022年 3月 12 日（土）、13日（日） 

両日午前 9時から午後 4時 30分まで 

内 容 普段は入ることが出来ない競馬場のコースを一般開放します。 

〇コース内の自由散策や競馬場ガイドツアー 

〇騎手なりきり撮影会、乗馬体験、競馬場で最新アウトドア体験 等 

場 所 馬場、パドック他 
 

〈新 名古屋競馬場（住所 弥富市駒野町 1番地）〉 

日 時 2022年 4月 8 日（金）午前 10時 30分から午後 5時まで 

内 容 第１回名古屋競馬開催初日 

〇開催宣言（開催執務委員長（愛知県競馬組合副管理者）） 

〇新ファンファーレの披露 

〇グレート家康公 葵武将隊（演武） 

 

場 所 ウイナーズサークル、イベント広場 
 

日 時 2022年 4月 9 日（土）から 13日（水）まで 

（4月 11日（月）から 13日（水）まで第１回名古屋競馬開催期間中） 

4/9、10は、午前 9時から午後 4時 30分まで 

4/11から 13 までは、午前 10時 30分から午後 5時まで 

内 容 新競馬場のイベント広場等での地元連携イベント等の開催 

〇元 JRA騎手安藤勝己＆『ウマ娘 プリティーダービー』出演声優・ 

オグリキャップ役高柳知葉トークショー 

〇ＳＫＥ４８のライブ 

 

 

 

 

〇弥富マルシェ 

〇競馬予想トークショー 

各界の競馬に精通した人（浅野靖典等）やＳＫＥ４８メンバーによる

競馬予想トーク  

〇明治偉人隊、忍者隠密隊(演武) 

 

 

 

〇ライブ（地元ゆかりのアーティストによるライブ） 

 リエイ、ありさなど 

場 所 イベント広場 

安藤勝己 高柳知葉 SKE48 

ｸﾞﾚｰﾄ家康公 

葵武将隊 

明治偉人隊 忍者隠密隊 

© 2022Zest,Inc. 



 

 

名古屋競馬場取材申込書 
※このまま送付文なしで送信してください。 

 

申込日 2022年   月    日 

社 名 

氏 名 

連絡先 

 

 

会社名： 

所在地： 

担当者名： 

連絡先（携帯電話）                 

（メール）                  

取材人数           人 

取材希望日 

取材内容 希望日に〇を記入 

2022年 3月 11日（金）閉場式典 

（愛知県名古屋市港区泰明町 1丁目 1番地） 
 

2022年 3月 22日（火）開場式典及び内覧会 

（愛知県弥富市駒野町 1番地） 
 

備考 

※ 取材にあたり必要な事項等がある場合お知らせください。 

※ 関連イベントの取材希望等 

 

 

 

 

 

送信先 愛知県競馬組合 総務広報課  ＦＡＸ 052-652-6372 

別紙 


