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報道関係各位 

 

 

第１０３１回スポーツ振興くじの取扱いについて 
（７月２８日２１時５０分時点） 

 

第１０３１回スポーツ振興くじについて、台風の影響により、以下の指定試合（J２リーグ第２６節）が中止となりました。 

 

【中止が決定した指定試合】 

「 カマタマーレ讃岐  ｖｓ  モンテディオ山形 」 
（※Ｊリーグ７月２８日２１時発表） 

 

つきましては、その決定を踏まえまして、くじ種ごとに次のとおり取り扱います。 

【第１０３１回「BIG１０００」】 

スポーツ振興投票の実施等に関する法律第１７条第１項及び第３項に基づき、第１０３１回「BIG１０００」は不成立とな

りますので、対象となるｔｏｔｏチケットをお持ちのお客様につきましては、ご購入代金を返還させていただき

ます。 

 

返還方法その他詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。 

お客様がお買い上げになりましたｔｏｔｏチケットにつきましては、返還の際に必要となりますので、保管くださいますようお

願いいたします。 

 

【第１０３１回「BIG」、「１００円BIG」、「ｔｏｔｏ」】 

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第５条第１項第１号及びｔｏｔｏ約款第１１条第３項に基づき、 

当該指定試合は開催されなかったものとみなし、当該指定試合に投票された「１」「０」「２」は、いずれも合致

したものとして取り扱います。 

 

なお、くじ結果は、「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ａ組」及び「ｔｏｔｏＧＯＡＬ３」は、平成３０年７月２８日発表済み、「ｔｏｔｏ」、「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ｂ組」、

「ＢＩＧ」、「１００円ＢＩＧ」及び「ｍｉｎｉ ＢＩＧ」は、平成３０年７月２９日の発表を予定しています。 

 

今後の他の指定試合の開催状況によって、第１０３１回「ＢＩＧ１０００」以外のくじの取扱いが変更になった場合は、再度お

知らせします。 
 

 

 

平成３０年７月２８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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＊第１０３１回スポーツ振興くじにおいて中止が決定した指定試合 

「 横浜Ｆ・マリノス ｖｓ 清水エスパルス 」 

「 湘南ベルマーレ ｖｓ 川崎フロンターレ 」 

「 名古屋グランパス ｖｓ  北海道コンサドーレ札幌 」 

「 カマタマーレ讃岐 ｖｓ モンテディオ山形 」 

 

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

 

 
○スポーツ振興投票の実施等に関する法律（抄） 

（スポーツ振興投票券の発売の特例）  

第１７条  指定試合又は特定指定試合の開催が文部科学省令で定める数に満たなかったときその他文部科学省令で定める事由

に該当することとなったときは、その指定試合に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。  

２  スポーツ振興投票券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない事由により合計することができなかったとき

は、その合計することができなかった発売金額に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。 

３  センターは、前二項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券の券面金額に相当する金額を、その

スポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に返還金として交付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則（抄） 

(試合の結果の確定及び通知) 

第５条 法第２３条に規定する機構(以下、単に「機構」という。)が法第１２条の規定により指定試合の結果を確定しようとする場合に

おいて、その指定試合が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試合は開催されなかったものとみなす。 

一 第３条第１項の期日又は期間に指定試合が開始されなかったとき。 

 

○ｔｏｔｏ約款（抄） 

（各等の種類）  

第１１条 

３ 指定試合等の開催が、最低成立試合数を満たし、ｔｏｔｏチケットが発売された場合の、スポーツ振興投票の実施等に関する法律

施行規則第５条第１項及び第３項ただし書並びに第５条の２第２項の規定により開催されなかったものとみなされた指定試合等

に係る投票内容は、すべて合致したものとして取り扱います。 

 

 

 

 

【参考１】 

○ スポーツ振興くじ最低成立試合数について 

くじ種 
予想系くじ 非予想系くじ 

ｔｏｔｏ ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ ｔｏｔｏＧＯＡＬ３ ＢＩＧ/１００円ＢＩＧ ＢＩＧ１０００ ｍｉｎｉ ＢＩＧ 

指定 

試合数 
１３試合 ５試合 ３試合 １４試合 １１試合 ９試合 

最低成立 

試合数 

９試合 

（４試合中止まで） 

３試合 

（２試合中止まで） 

２試合 

（１試合中止まで） 

１０試合 

（４試合中止まで） 

８試合 

（３試合中止まで） 

６試合 

（３試合中止まで） 

（参照条文）スポーツ振興投票の実施等に関する法律第１７条第１項、同法施行規則第７条第１項 

javascript:void%20fnHonLink(516,'x4880156041806071.html','J23')
javascript:void%20fnHonLink(516,'x4880156041806071.html','J12')
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【参考２】 過去に開催されなかったものとみなした指定試合及び特定指定試合 

開催回 開催予定日 理由 指定試合 

第１０２５回 ２０１８年７月７日（土） 大雨の影響 「京都 vs 福岡」 「鳥取 ｖｓ 群馬」 

第９９４回 ２０１８年３月２１日（水） 大雪の影響 「相模原 vs 沼津」 

第８３８回 
２０１６年４月１６日（土） 

２０１６年４月１７日（日） 
地震の影響 

「福岡 ｖｓ 名古屋」 

「鳥栖 ｖｓ 神戸」 

「長崎 ｖｓ 水戸」 

第７９３回 ２０１５年９月８日（火） 
試合結果の取扱いが決

定しなかったため 
「マレー ｖｓ サウジ」 
（マレーシア VS サウジアラビア） 

第７８４回 ２０１５年８月１日（土） 雷雨の影響 「群馬 ｖｓ 岐阜」 

第７３８回 ２０１４年１２月６日（土） 大雪の影響 「新潟 ｖｓ 柏」 

第７１６回 ２０１４年８月２０日（水） 土砂災害の影響 「広島 vs 水戸」 

第７１４回 ２０１４年８月９日（土） 台風の影響 「広島 ｖｓ 鳥栖」 

第６７７回 ２０１４年２月１６日（日） 
悪天候によるピッチコン

ディション不良の影響 
「シフウ ｖｓ チヤル」 
（シェフィールド・ウェンズデイ VS チャールトン・アスレティック） 

第６４８回 ２０１３年８月２５日（日） 雷の影響 「熊本 ｖｓ 北九州」 

第６４２回 ２０１３年７月２７日（土） 雷雨の影響 「栃木 ｖｓ 愛媛」 

第５９４回 ２０１２年９月３０日（日） 台風の影響 「徳島 ｖｓ 京都」 

第５６４回 ２０１２年５月６日（日） 雷雨の影響 「栃木 ｖｓ 福岡」 

第４８９回 

～ 

第４９７回 

２０１１年３月及び４月 東日本大震災の影響 
全試合 

※全て不成立 

第４７８回 ２０１０年１０月３０日（土） 台風の影響 「湘南 ｖｓ 大宮」 

第４２２回 ２００９年１０月７日（水） 台風の影響 「愛媛 ｖｓ 熊本」 

第４１７回 ２００９年９月１２日（土）  
大雨によるピッチコンデ

ィション不良の影響 
「鹿島 ｖｓ 川崎」 

第４１０回 ２００９年８月９日（日） 雷雨の影響 「栃木 ｖｓ 横浜Ｃ」 

第２９１回 ２００７年７月１４日（土） 台風の影響 
「徳島 ｖｓ 札幌」「愛媛 ｖｓ Ｃ大阪」 

「福岡 ｖｓ 仙台」  
※第２９１回「ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ-Ａ組」及び「ｔｏｔｏＧＯＡＬ３」不成立 

第１７８回 ２００５年８月２０日（土） 雷雨の影響 「山形 ｖｓ 札幌」 

第１４６回 ２００４年１０月３０日（土） 新潟県中越地震の影響 「新潟 ｖｓ 柏」 

第１４１回 ２００４年９月２６日（日） 雷雨の影響 「大分 ｖｓ 名古屋」 

第 ５４回 ２００２年８月３１日（土） 台風の影響 「福岡 ｖｓ 大分」 

第 ３５回 ２００２年３月２１日（木） 強風の影響 「水戸 ｖｓ 大宮」 

 


