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報道関係各位 

 

 

第５６４回スポーツ振興くじ 結果の確定について 
 

日ごろから、スポーツ振興くじｔｏｔｏ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。 

 

第５６４回スポーツ振興くじの指定試合（Ｊ２リーグ戦第１３節）「栃木ｖｓ福岡」（５月６日（日）開催 ６９分（後半２４

分）に中断後、試合中止）の取り扱いについて、本日、Ｊリーグにて「当該試合は、後日（日時、会場は未定）中断した

６９分より試合を再開すること」が決定されました。 

 

その決定を踏まえ、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２号及びｔｏｔｏ約款第１１条

第３項に基づき、当該指定試合（栃木 vs 福岡）は開催されなかったものとみなし、第５６４回「ｔｏｔｏ」、

「ＢＩＧ」及び「ＢＩＧ１０００」の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

取り扱うこととなりました。 

 
つきましては、結果発表を延期しておりました当該指定試合を含む第５６４回「ｔｏｔｏ」、「ＢＩＧ」及び「ＢＩＧ１０００」の

結果を発表いたします。（次ページ参照） 

 

また、第５６４回「ｔｏｔｏ」、「ＢＩＧ」及び「ＢＩＧ１０００」の当せん金の払戻開始日につきましては、ｔｏｔｏチケット等に

記載のとおり、明日５月８日（火）からで変更はありません。 

第５６４回 払戻期間 ： ２０１２年５月８日（火）～２０１３年５月７日（火） 

 

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します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２４年５月７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５６４回スポーツ振興くじ 結果】 

○結果発表日：  ５月７日（月） 「ｔｏｔｏ」、「ＢＩＧ」、「ＢＩＧ１０００」 
（※ｍｉｎｉ ｔｏｔｏＡ組、ｍｉｎｉ ｔｏｔｏＢ組、ｔｏｔｏＧＯＡＬ３、ｍｉｎｉ ＢＩＧは５月６日（日）に発表済） 

※これは、くじ結果の数字を横に並べたものです。 

※これは、くじ結果の数字を横に並べたものです。 

「ＢＩＧ」のくじ結果は、上から２段目の①～⑭の欄の数字をご覧ください。 

「ＢＩＧ１０００」のくじ結果は、上から３段目の①～⑪の欄の数字をご覧ください。 

 

 

ＢＩＧ１等６億円が５口誕生したのは、第３１３回、第４８４回、第５３２回「ＢＩＧ」に続き４回目のことで、過去最多タイ

の当せん口数となります。 

今回で、６億円当せんくじは累計で１６６口＊となりました。 
  （＊６億円の当せんくじは、通算９３回目・合計１６６口目。＜２００７～２０１１年シーズン： ８７回・１５３口、２０１２年シーズン６回・１３口＞） 

１等当せんくじ発売場所に関する情報は、明日以降に発表予定です。（公表できる情報は、未定。） 

ｔｏｔｏ くじ結果 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 

仙台 横浜Ｍ Ｃ大阪 大宮 磐田 柏 名古屋 鹿島 新潟 山形 栃木 甲府 徳島

２ １ ２ １ ０ ２ ２ ０ ２ １ １，０，２ ２ ０ 

清水 札幌 神戸 Ｇ大阪 浦和 広島 川崎 鳥栖 Ｆ東京 草津 福岡 京都 熊本

ＢＩＧ、ＢＩＧ１０００ くじ結果 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨  ⑩ ⑪   

仙台 横浜Ｍ Ｃ大阪 大宮 磐田 柏 名古屋 鹿島 新潟 山形 栃木 甲府 徳島 富山

２ １ ２ １ ０ ２ ２ ０ ２ １ １，０，２ ２ ０ ０ 

清水 札幌 神戸 Ｇ大阪 浦和 広島 川崎 鳥栖 Ｆ東京 草津 福岡 京都 熊本 町田

  当せん金額 当せん口数 次回繰越金 

ｔｏｔｏ 

当せん結果 

１等 １２６，５８０，２３０円 １口 ０円

２等 １６０，２０４円 ９４口 ０円

３等 １２，９２０円 １，１６５口 ０円

ＢＩＧ 

当せん結果 

１等 ６００，０００，０００円 ５口 ４，３４９，１６２，８３５円

２等 ８５０，５７２円 ９１口 ０円

３等 ３０，７４７円 １，００４口 ０円

４等 ４，１７０円 ７，３９１口 ０円

５等 ８４０円 ３７，０３５口 ０円

ＢＩＧ１０００ 

当せん結果 

１等 ５，９１４，８０４円 １２口 ０円

２等 ４１，７５０円 ４２５口 ０円

３等 ５，０１８円 ３，５２０口 ０円

４等 ６２０円 １９，１９８口 ０円
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【参考１】 

○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。 

二 第３条第１項の期日又は期間に開始された指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。 

○ｔｏｔｏ約款 

（各等の種類）  

第１１条 

３ 指定試合の開催が、前条第１項及び第２項に規定する指定試合の開催数を満たし、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に係る投票内容は、合致したものとして取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考３】 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 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 

 

【参考２】 過去に延期又は再開試合となり、開催されなかったものとみなした指定試合 

開催回 開催予定日 理由 指定試合 

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ｖｓＣ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」 


