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ながし・ボックスの
どちらかになります。

ながしながしながしながし
軸を１車決め複数の相手と組合せて購入できるマークカードです。軸を１車決め複数の相手と組合せて購入できるマークカードです。
３連単ながし組合せ数（通り）３連単ながし組合せ数（通り）

※すべての組番が同一の金額となります。※すべての組番が同一の金額となります。

●１着３、２着１・４・５、３着全通りを200円ずつ購入する場合●１着３、２着１・４・５、３着全通りを200円ずつ購入する場合
小松島の１１レース３連単小松島の１１レース３連単

★３連勝式は１着・２着・３着欄のうち１車を軸として１点のみ塗りつぶします。
　相手は何点でも選択できます。
★２連勝式は１着・２着欄のうち１車を軸として１点のみ塗りつぶします。
　相手は何点でも選択できます。

★３連勝式は１着・２着・３着欄のうち１車を軸として１点のみ塗りつぶします。
　相手は何点でも選択できます。
★２連勝式は１着・２着欄のうち１車を軸として１点のみ塗りつぶします。
　相手は何点でも選択できます。

オレンジの枠内を塗りつぶします。オレンジの枠内を塗りつぶします。

正正 誤誤 101010101010 ２２ 1２1２1２
①鉛筆を使用してください（色鉛筆等はご使用できません）。
②１枚のカードで購入できるのは、１つの式別のみとなります。
③折り曲げたり、破れたり、濡れたカードはご使用できません。

①鉛筆を使用してください（色鉛筆等はご使用できません）。
②１枚のカードで購入できるのは、１つの式別のみとなります。
③折り曲げたり、破れたり、濡れたカードはご使用できません。

○お買い求めはお早めにお願い致します。　○ご不明な点は、係員におたずねください。
○ご購入にあたっては、正しく塗りつぶされているかご確認をお願い致します。
○一度購入された車券のお取り替えはいたしません。

○お買い求めはお早めにお願い致します。　○ご不明な点は、係員におたずねください。
○ご購入にあたっては、正しく塗りつぶされているかご確認をお願い致します。
○一度購入された車券のお取り替えはいたしません。

★ マークカードの記入にあたり、塗りつぶしが不鮮明な場合や、はみだしている場合などは、
　 機械で正しく読み取れないことがありますので、ご注意ください。
★ ながし・ボックスカードでは、正しく読み取れないマーク箇所があっても、発券する場合が
　 ございますのでご注意ください。
★ ご購入にあたっては、正しく塗りつぶされているかご確認をお願い致します。

★ マークカードの記入にあたり、塗りつぶしが不鮮明な場合や、はみだしている場合などは、
　 機械で正しく読み取れないことがありますので、ご注意ください。
★ ながし・ボックスカードでは、正しく読み取れないマーク箇所があっても、発券する場合が
　 ございますのでご注意ください。
★ ご購入にあたっては、正しく塗りつぶされているかご確認をお願い致します。

３連複ながし組合せ数（通り）３連複ながし組合せ数（通り）

記入方法記入方法記入方法記入方法

注意事項注意事項 記 入 例記 入 例

お 願 いお 願 い

21通り
合計金額4,200円

ボックスボックスボックスボックス
選んだ車番（枠番）全ての組合せを購入できるマークカードです。選んだ車番（枠番）全ての組合せを購入できるマークカードです。
ボックス組合せ数（通り）ボックス組合せ数（通り）

●１・２・３・４のボックスを1,000 円ずつ購入する場合●１・２・３・４のボックスを1,000 円ずつ購入する場合
小松島の１１レース３連単小松島の１１レース３連単

※すべての組番が同一の金額となります。
※ボックス投票では枠番のゾロ目（同枠）は購入
　できません。

※すべての組番が同一の金額となります。
※ボックス投票では枠番のゾロ目（同枠）は購入
　できません。

記入方法記入方法記入方法記入方法

24通り
合計金額24,000円

１ 場　名
購入する場名を１つ塗り
つぶします。
※１場開催でも場名を塗り
　つぶしてください。

２ 式　別
購入する式別を１つ塗り
つぶします。

3 レース番号・（前日）
購入するレース番号を塗り
つぶします。（複数レース可）
（前日前売時に塗りつぶします。）

6 金額・単位
購入する金額の数字・単位
を塗りつぶします。

7 取　消
購入を取り消したい場合に
塗りつぶします。

4 車番（枠番）
購入する番号を塗りつぶ
します。

5 全通り
３着総ながしの場合は全
通りを塗りつぶします。

ご注意ご注意ご注意

例

１ 場　名
購入する場名を１つ塗り
つぶします。
※１場開催でも場名を塗り
　つぶしてください。

２ 式　別
購入する式別を１つ塗り
つぶします。

3 レース番号・（前日）
購入するレース番号を塗り
つぶします。（複数レース可）
（前日前売時に塗りつぶします。）

5 金額・単位
購入する金額の数字・単位
を塗りつぶします。

6 取　消
購入を取り消したい場合に
塗りつぶします。

4 車番（枠番）
購入する番号を塗りつぶ
します。

例

徳島サテライト

ながし・ボックスの
どちらかになります。

(　

)

(　

)

軸 ２着 ３　　着
１点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 全通り

１点

１ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ７
２ ２ ４ ６ ８ 10 12 13 14
３ ３ ６ ９ 12 15 17 19 21
４ ４ ８ 12 16 19 22 25 28
５ ５ 10 15 19 23 27 31 35
６ ６ 12 17 22 27 32 37 42
７ ７ 13 19 25 31 37 43 49
全通り ７ 14 21 28 35 42 49 56

軸 ２着 ３　着
１点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 全通り

１点

１ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ７
２ ２ ４ ６ ８ 10 12 13 13
３ ３ ６ ９ 12 15 17 18 18
４ ４ ８ 12 16 19 21 22 22
５ ５ 10 15 19 22 24 25 25
６ ６ 12 17 21 24 26 27 27
７ ７ 13 18 22 25 27 28 28
全通り ７ 13 18 22 25 27 28 28

２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 ８点 ９点
２枠複 １ ３ ６ 10 15 ― ― ―
２枠単 ２ ６ 12 20 30 ― ― ―
２車複 １ ３ ６ 10 15 21 28 36
２車単 ２ ６ 12 20 30 42 56 72
３連複 ― １ ４ 10 20 35 56 84
３連単 ― ６ 24 60 120 210 336 504
ワイド １ ３ ６ 10 15 21 28 36
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マークカードマークカードマークカードマークカード

マークカードマークカード

１着・２着・３着を着順どおりに
車番で当てる。
１着・２着・３着を着順どおりに
車番で当てる。

●１－６－４を300円　●５－９－３を1,000円　●７－８－２を700円　●１－６－４を300円　●５－９－３を1,000円　●７－８－２を700円　

小松島の１１レース小松島の１１レース

１着・２着を着順に
かかわらず車番で当てる。
１着・２着を着順に
かかわらず車番で当てる。

正正 誤誤
101010101010 ２２ 1２1２1２

○お買い求めはお早めにお願い致します。
○ご不明な点は、係員におたずねください。
○ご購入にあたっては、正しく塗りつぶされているかご確認をお願い致します。
○一度購入された車券のお取り替えはいたしません。

○お買い求めはお早めにお願い致します。
○ご不明な点は、係員におたずねください。
○ご購入にあたっては、正しく塗りつぶされているかご確認をお願い致します。
○一度購入された車券のお取り替えはいたしません。

１着・２着・３着を着順に
かかわらず車番で当てる。
１着・２着・３着を着順に
かかわらず車番で当てる。 １着・２着を着順

どおりに枠番で当てる。
１着・２着を着順
どおりに枠番で当てる。

１着・２着を着順に
かかわらず枠番で当てる。
１着・２着を着順に
かかわらず枠番で当てる。

３着までに入る２車を
着順にかかわらず車番で
当てる。

３着までに入る２車を
着順にかかわらず車番で
当てる。

記入方法記入方法

記入方法記入方法記入方法記入方法

３連複３連複３連複３連複 ワイドワイドワイドワイド ２車複２車複２車複２車複
２枠単２枠単２枠単２枠単

２枠複２枠複２枠複２枠複

２車単２車単２車単２車単３連単３連単３連単３連単

注意事項注意事項

記 入 例記 入 例

記 入 例記 入 例

お 願 いお 願 い

購入する場合 購入する場合●１－７を1,500 円　●５－３を1,300 円　●６－５を300円●１－７を1,500 円　●５－３を1,300 円　●６－５を300円

小松島の１１レース小松島の１１レース

１着・２着を着順どおりに
車番で当てる。
１着・２着を着順どおりに
車番で当てる。

オレンジの枠内を塗りつぶします。オレンジの枠内を塗りつぶします。①鉛筆を使用してください（色鉛筆等はご使用できません）。
②１枚のカードで購入できるのは、１つの式別のみとなります。
③折り曲げたり、破れたり、濡れたカードはご使用できません。

①鉛筆を使用してください（色鉛筆等はご使用できません）。
②１枚のカードで購入できるのは、１つの式別のみとなります。
③折り曲げたり、破れたり、濡れたカードはご使用できません。

★３連単　★３連複　★２車単　★２車複　★２枠複　★２枠単　★ワイド★３連単　★３連複　★２車単　★２車複　★２枠複　★２枠単　★ワイド

504504
通り通り

8484
通り通り

3636
通り通り

3636
通り通り

3333
通り通り

1818
通り通り

7272
通り通り
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正正 誤誤
101010101010 ２２ 1２1２1２
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１ 場　名
購入する場名を１つ塗り
つぶします。
※１場開催でも場名を塗り
　つぶしてください。

２ 式　別
購入する式別を１つ塗り
つぶします。

5 金額・単位
購入する金額の数字・単位
を塗りつぶします。

6 取　消
購入を取り消したい場合に
塗りつぶします。

4 車番（枠番）
購入する番号を塗りつぶ
します。

例

１ 場　名
購入する場名を１つ塗り
つぶします。
※１場開催でも場名を塗り
　つぶしてください。

２ 式　別
購入する式別を１つ塗り
つぶします。

3 レース番号・（前日）
購入するレース番号を塗り
つぶします。（複数レース可）
（前日前売時に塗りつぶします。）

5 金額・単位
購入する金額の数字・単位
を塗りつぶします。

6 取　消
購入を取り消したい場合に
塗りつぶします。

4 車番（枠番）

３着欄は
使用しません

購入する番号を塗りつぶ
します。

例

3 レース番号・（前日）
購入するレース番号を塗り
つぶします。（複数レース可）
（前日前売時に塗りつぶします。）
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