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報道関係各位 

 

 

第１１５８回、第１１５９回スポーツ振興くじの取り扱いについて 

（指定試合を海外サッカーの試合に変更して販売） 
 

日頃から、スポーツくじ（ｔｏｔｏ・ＢＩＧ）の報道に関し格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

このたび、第１１５５回～第１１５９回スポーツ振興くじについては、指定試合（ルヴァンカップ グループステージ第２

節、第３節、J１リーグ第２節～第４節、J２リーグ第２節～第４節）のすべての試合が開催延期となりました。 

 

つきましては、第１１５８回及び第１１５９回スポーツ振興くじについては、海外サッカー（イングランド・ドイツのリー

グ戦）を対象として販売することといたします。開催回毎の販売期間・くじ種は次のとおりです。 

報道関係の皆様におかれましては、この件について告知にご協力くださるようお願いします。 

 

【第１１５８回販売詳細】 

開催回 第１１５８回 

販売期間 令和２年２月２９日（土）～令和２年３月７日（土） 

くじ種 
「ｔｏｔｏ」、「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ａ組」、「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ｂ組」、「ｔｏｔｏＧＯＡＬ３」、 

「ＢＩＧ」、「ＭＥＧＡ ＢＩＧ」、「１００円ＢＩＧ」、「ＢＩＧ１０００」及び「ｍｉｎｉ ＢＩＧ」 

結果発表日 令和２年３月８日（日） 

指定試合 参考資料参照 

※ファミリーマート及びセブン-イレブンについては、全くじ種３月４日（水）１１時３０分からの販売となります。 

※ローソン及びミニストップのｔｏｔｏ系商品については、３月４日（水）１１時３０分からの販売となります。 

 

【第１１５９回販売詳細】 

開催回 第１１５９回 

販売期間 令和２年３月７日（土）～令和２年３月１４日（土） 

くじ種 
「ｔｏｔｏ」、「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ａ組」、「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ｂ組」、「ｔｏｔｏＧＯＡＬ３」、 

「ＢＩＧ」、「ＭＥＧＡ ＢＩＧ」、「１００円ＢＩＧ」、「ＢＩＧ１０００」及び「ｍｉｎｉ ＢＩＧ」 

結果発表日 令和２年３月１５（日） ※「ｔｏｔｏ」のみ、３月１６日（月） 

指定試合 参考資料参照 

 

販売開始時間・販売締切時間は、くじ種及び販売場所によって異なります。詳細は、スポーツくじオフィシャルサイト

（https://www.toto-dream.com/）でご確認ください。 

 

  

令和２年２月２６日 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

スポーツ振興事業部 
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【参考】 

＜第１１５８回指定試合＞ 

（１）ＭＥＧＡ ＢＩＧ（メガビッグ） 

    以下の対象試合のうち、試合№1 から№12 のサッカーチーム 

（２）ＢＩＧ（ビッグ） 

    以下の対象試合のうち、試合№1 から№14 のサッカーチーム 

（３）１００円ＢＩＧ（ヒャクエンビッグ） 

    以下の対象試合のうち、試合№1 から№14 のサッカーチーム 

（４）ＢＩＧ１０００（ビッグセン） 

    以下の対象試合のうち、試合№1 から№11 のサッカーチーム 

（５）ｍｉｎｉ ＢＩＧ（ミニビッグ） 

    以下の対象試合のうち、試合№1 から№9 のサッカーチーム 

（６）ｔｏｔｏ（トト） 

    以下の対象試合のうち、試合№1 から№13 のサッカーチーム 

（７）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ａ組（ミニトト エイクミ） 

    以下の対象試合のうち、試合№1 から№5 のサッカーチーム 

（８）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ｂ組（ミニトト ビークミ） 

    以下の対象試合のうち、試合№7 から№11 のサッカーチーム 

（９）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３（トトゴールスリー） 

    以下の対象試合のうち、試合№1、№2 及び№5 のサッカーチーム 

 

開催日 試合 No. ホームチーム アウェイチーム 

３月７日（土） No.１ バイヤー・レヴァークーゼン（ﾚｳﾞｧｰ） アイントラハト・フランクフルト（ﾌﾗﾝｸﾌﾙ） 

３月７日（土） No.２ ヘルタＢＳＣ（ﾍﾙﾀ） ヴェルダー・ブレーメン（ﾌﾞﾚｰﾒﾝ） 

３月７日（土） No.３ ＶｆＬヴォルフスブルク（ｳﾞｫﾙﾌｽ） ＲＢライプツィヒ（ﾗｲﾌﾟﾂｨ） 

３月７日（土） No.４ シャルケ０４（ｼｬﾙｹ） ホッフェンハイム（ﾎｯﾌｪﾝ） 

３月８日（日） No.５ ボルシア・メンヘングラードバッハ（ﾒﾝﾍﾝ） ボルシア・ドルトムント（ﾄﾞﾙﾄ） 

３月７日（土） No.６ ＳＣフライブルク（ﾌﾗｲﾌﾞﾙ） ウニオン・ベルリン（ｳﾆｵﾝ） 

３月７日（土） No.７ リヴァプール（ﾘｳﾞｧﾌﾟ） ＡＦＣボーンマウス（ﾎﾞﾝﾏｳｽ） 

３月８日（日） No.８ サウザンプトン（ｻｳｻﾞﾝ） ニューカッスル・ユナイテッド（ﾆｭｶｯｽﾙ） 

３月８日（日） No.９ バーンリーＦＣ（ﾊﾞｰﾝﾘｰ） トテナム・ホットスパー（ﾄﾃﾅﾑ） 

３月８日（日） No.１０ アーセナル（ｱｰｾﾅﾙ） ウェストハム・ユナイテッド（ｳｪｽﾄﾊﾑ） 

３月８日（日） No.１１ シェフィールド・ユナイテッド（ｼｪﾌｨ U） ノーウィッチ・シティ（ﾉｰｳｨｯﾁ） 

３月８日（日） No.１２ ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ（ｳﾙｳﾞｧｰ） ブライトンアンドホーヴアルビオン（ﾌﾞﾗｲﾄﾝ） 

３月８日（日） No.１３ クリスタル・パレス（ｸﾘｽﾀﾙ） ワトフォード（ﾜﾄﾌｫﾄﾞ） 

３月８日（日） No.１４ スウォンジー・シティ（ｽｳｫﾝｼﾞ） ウェストブロムウィッチアルビオン（ｳｪﾌﾞﾛ） 
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【参考】 

＜第１１５９回指定試合＞ 

（１）ＭＥＧＡ ＢＩＧ（メガビッグ） 

  以下の対象試合のうち、試合№1 から№5 及び試合№8 から№14 のサッカーチーム 

（２）ＢＩＧ（ビッグ） 

  以下の対象試合のうち、試合№1 から№5 及び試合№8 から№16 のサッカーチーム 

（３）１００円ＢＩＧ（ヒャクエンビッグ） 

  以下の対象試合のうち、試合№1 から№5 及び試合№8 から№16 のサッカーチーム 

（４）ＢＩＧ１０００（ビッグセン） 

  以下の対象試合のうち、試合№1 から№5 及び試合№8 から№13 のサッカーチーム 

（５）ｍｉｎｉ ＢＩＧ（ミニビッグ） 

  以下の対象試合のうち、試合№1 から№5 及び試合№8 から№11 のサッカーチーム 

（６）ｔｏｔｏ（トト） 

  以下の対象試合のうち、試合№1 から№13 のサッカーチーム 

（７）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ａ組（ミニトト エイクミ） 

  以下の対象試合のうち、試合№1 から№5 のサッカーチーム 

（８）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ Ｂ組（ミニトト ビークミ） 

  以下の対象試合のうち、試合№8 から№12 のサッカーチーム 

（９）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３（トトゴールスリー） 

  以下の対象試合のうち、試合№1、№2 及び№5 のサッカーチーム 

 

開催日 試合 No. ホームチーム アウェイチーム 

３月１４日（土） No.１ ボルシア・ドルトムント（ﾄﾞﾙﾄ） シャルケ０４（ｼｬﾙｹ） 

３月１４日（土） No.２ ＲＢライプツィヒ（ﾗｲﾌﾟﾂｨ） ＳＣフライブルク（ﾌﾗｲﾌﾞﾙ） 

３月１４日（土） No.３ ホッフェンハイム（ﾎｯﾌｪﾝ） ヘルタＢＳＣ（ﾍﾙﾀ） 

３月１４日（土） No.４ １．ＦＣケルン（ｹﾙﾝ） ＦＳＶマインツ０５（ﾏｲﾝﾂ） 

３月１５日（日） No.５ ウニオン・ベルリン（ｳﾆｵﾝ） バイエルン・ミュンヘン（ﾊﾞｲｴﾙﾝ） 

３月１５日（日） No.６ アイントラハト・フランクフルト（ﾌﾗﾝｸﾌﾙ） ボルシア・メンヘングラードバッハ（ﾒﾝﾍﾝ） 

３月１６日（月） No.７ ＦＣアウグスブルク（ｱｳｸﾞｽ） ＶｆＬヴォルフスブルク（ｳﾞｫﾙﾌｽ） 

３月１４日（土） No.８ ワトフォード（ﾜﾄﾌｫﾄﾞ） レスター・シティ（ﾚｽﾀｰ） 

３月１５日（日） No.９ マンチェスター・シティ（ﾏﾝ C） バーンリーＦＣ（ﾊﾞｰﾝﾘｰ） 

３月１５日（日） No.１０ ニューカッスル・ユナイテッド（ﾆｭｶｯｽﾙ） シェフィールド・ユナイテッド（ｼｪﾌｨ U） 

３月１５日（日） No.１１ ノーウィッチ・シティ（ﾉｰｳｨｯﾁ） サウザンプトン（ｻｳｻﾞﾝ） 

３月１５日（日） No.１２ アストン・ヴィラ（ｱｽﾄﾝ） チェルシー（ﾁｪﾙｼｰ） 

３月１５日（日） No.１３ ブライトンアンドホーヴアルビオン（ﾌﾞﾗｲﾄﾝ） アーセナル（ｱｰｾﾅﾙ） 

３月１５日（日） No.１４ ＡＦＣボーンマウス（ﾎﾞﾝﾏｳｽ） クリスタル・パレス（ｸﾘｽﾀﾙ） 

３月１４日（土） No.１５ ウェストブロムウィッチアルビオン（ｳｪﾌﾞﾛ） バーミンガム・シティ（ﾊﾞｰﾐﾝ） 

３月１５日（日） No.１６ ブラックバーン・ローヴァーズ（ﾌﾞﾗﾊﾞﾝ） ブリストル・シティー（ﾌﾞﾘｽﾄﾙ） 

 

  

 

 


