
ＧⅠびわこ大賞　開設66周年記念

電話投票キャンペーン
詳しくはＧⅠびわこ大賞特設ページからチェック！

http://www.br-special.jp/201809GI11/

●第 1 レース・スタート展示	 10：20
●第12レース・本場発売締切	 16：40（場外発売・電話投票締切は本場締切の1分前です）
●びわこボートレース場・開門	 9/12㊌　9：30　		9/13㊍〜17㊗　10：00

ボートレースびわこ・電話情報ガイド

■テレドーム
2連単オッズ・展示タイム・実況放送	
　		 	☎0180－997－991
3連単オッズ・展示タイム・実況放送	
　		 	☎0180－997－992
競技情報・実況放送		 	☎0180－997－993
2連単・3連単レース結果		 	☎0180－997－994
2連複・3連複・拡連複レース結果	
　		 	☎0180－997－995

（夜間テレホンサービス）
2連単・3連単レース結果		 	☎0180－997－991
1Ｒ〜12Ｒ実況リプレイ		 	☎0180－997－992
2連単・3連単・2連複・3連複・拡連複レース結果	
　		 	☎0180－997－993
2連単・3連単レース結果		 	☎0180－997－994
2連複・3連複・拡連複レース結果	
　		 	☎0180－997－995

外向発売所

開催期間中毎日、
全レース実況生中継 !

レジャーチャンネル（JLC）
JLC680

■電　車　開催期間中、ＪＲ琵琶湖線「大津駅」・ＪＲ湖西線「大津京
駅」より無料バスを運行

■クルマ　名神大津ＩＣより10分（約1,000台収容駐車場あり）

専用無料駐車場
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びわこボートレース場へのアクセス

主催／滋賀県　　後援／近畿運輸局・関西スポーツ紙5社

電話投票
レース場コード 1 1 ＃

ボートレースびわこ Official Site
PC   http://www.boatrace-biwako.jp/

スマホ びわこボート  検索➡
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  【基本ポーズ】

    】ぐ泳【 【ガッツポーズ】
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出走表
コンビニプリント
無料 サービス！ 操作ご利用方法のお問い合せはイー新聞まで

http://www.e-shinbun.net
☎03-5830-1808
受付時間／8：00〜23：00 イー新聞  コンビニ  検索➡

ボートレースびわこの出走表が下記全国のコンビニ店内に
設置のマルチコピー機で無料出力できます。

ＧⅠびわこ大賞 開設66周年記念 特設ページ
PC    http://www.br-special.jp/201809GI11/

スマホ

全国のボートレース場・チケットショップで場外発売!
●�発売日・発売時間・形態（併売・外向など）につきましては、各ボートレース
場およびチケットショップのホームページなどでご確認ください。

●未成年者は舟券を購入できません。　
●無理のない資金でお楽しみください。

オープニングセレモニー＆
ドリーム1st出場選手インタビュー
　9：50〜／1Ｆ中央ステージ
●式典中のサインのご希望はご遠慮願います。
●サインをご希望の方は、専用受付ブース（10：30〜11：00）にてお申し込みください。

ドリーム1st、2nd出場選手のサイン入りクオカードが当たるＷチャンスも！
出場選手のサイン入りポロシャツが当たる抽選会
抽選で、オープニングセレモニーで選手が着用した	
「オリジナルポロシャツ」をプレゼントいたします。
　 抽選券配布 　12：00〜先着200枚
　 抽 選 会 　第8レース発売中
　 賞 品 引 換 　抽選会終了〜第9レース発売締切
　 配布・引換 　1Ｆ中央多目的ホール
●びわこ未確定舟券1,000円につき1枚、抽選券をお渡しします。
●抽選券はお一人様4枚までとさせていただきます。

永島知洋の
初日から勝負賭け！予想ライブ
　第10・11・12レース発売中／1Ｆ中央ステージ

ドリーム2nd出場選手インタビュー
　第6レース発売中／1Ｆ中央ステージ

指定席限定  お客様感謝Day☆
指定席ご利用の先着100名のお客様に、「びわこ大賞
オリジナルクオカード」をプレゼントいたします。
　開門〜／指定席入場口

元Whiteberry

前田  有嬉
スペシャルライブ
　①第6レース発売中
　②第9レース発売中
　1Ｆ中央ステージ

指定席限定  レディースデー♪
指定席ご利用の女性のお客様に、プチギフト
（クオカード）をプレゼントいたします。
　開門〜／指定席入場口

大平 サブロー
爆笑トーク＆ミニライブ
　 トークショー 　第6レース発売中
　 ミ ニ ラ イ ブ 　第9レース発売中
　1Ｆ中央ステージ

優勝戦出場選手インタビュー
　第6レース発売中／1Ｆ中央ステージ

松井 繁選手
びわこ大賞スペシャルトークショー
　①第8レース発売中
　②第10レース発売中
　1Ｆ中央ステージ

表彰セレモニー
　優勝戦終了後／1Ｆ中央ステージ

永島知洋・益田あゆみ の
最終日予想会
　第11・12レース発売中
　1F中央ステージ

舟券を買ってLION商品をもらおう！
びわこ未確定舟券1,000円分につき1回、抽選で	
もれなく「LION」商品をプレゼント！
　第1レース発売中〜／1Ｆ中央多目的ホール
　●お一人様2回までとさせていただきます。

イベント＆ファンサービス
●イベントの時間・内容は予告なく変更、中止となる場合がございます。

9/12㊌

9/13㊍

9/16㊐

9/17㊗

9/15㊏

9/12㊌・13㊍

9/14㊎

2019年 6/27㊍ 28㊎ 29㊏ 30㊐ 
7/1㊊ 2㊋ 

2019年
3/22㊎ 23㊏ 24㊐ 25㊊ 26㊋ 27㊌ 

ＧⅢ第6回イースタンヤング

ＧⅡ第62回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯

2019年6月、
びわこで開催決定!

花見＆ ボートで 楽しむ、びわこの 春。

スマホ
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twitter
やってますっ！

@br_biwako
フォローしてね♪


