
対戦チームデータ利用規約 新旧対照表 ※改定箇所は、下線部 

1 

改定後（新） 改定前（旧） 

はじめに 

 

スポーツくじオフィシャルサイト「対戦チームデータ」サービス（以下「本

サービス」といいます。）を利用される場合は、事前に以下の利用規約を必ずお

読みいただき、ご理解した上でご利用ください。本サービスを利用する際は本

利用規約に同意したものとさせていただきます。 

 

サービス利用規約内容 

 

（1）独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」といいます。）

は、本サービスとして、スポーツくじを購入されるお客様への参考データと

して指定試合又は特定指定試合ごとの戦績等の情報を提供します。また、当

該情報を toto、mini toto 並びに totoGOAL3 及び totoGOAL2 の投票に反映さ

せる機能を提供します。 

本サービスに関して、細心の注意を払っておりますが、その内容の正確性、

有用性、安全性を保証するものではありません。また、本サービスは、スポ

ーツくじ結果を示すものでもありません。センターは、本サービスに基づい

てお客様又は第三者が被ったいかなる不利益・損害について、理由の如何に

関わらず一切の責任を負わないものとします。 

なお、本サービスで提供する情報はセンターが独自に提供するデータであ

り、各リーグ公式発表データは各リーグ公式サイトよりご確認ください。ス

ポーツくじオフィシャルサイトでは、2016年 6月 21日以降、従来のナビスコ

杯をルヴァンカップに変更して表記しております。 

（2）センターは、本サービスを提供するためのシステムの修理、変更、保守点

検によって本サービスの一時中断又は停止が必要な場合及び不測の事態など

の緊急時にセンターが本サービスの一時中断又は停止が必要であると判断し

た場合、事前に予告通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時中

断又は停止することがあります。センターは、本サービス提供の一時中断、
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は、本サービスとして、スポーツくじを購入されるお客様への参考データと
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くじの投票に反映させる機能を提供します。 
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なお、本サービスで提供する情報はセンターが独自に提供するデータであ

り、各リーグ公式発表データは各リーグ公式サイトよりご確認いただきます

ようお願い致します。スポーツくじオフィシャルサイトでは、2016年 6月 21

日以降、従来のナビスコ杯をルヴァンカップに変更して表記しております。 

（2）センターは、本サービスを提供するためのシステムの修理、変更、保守点

検によって本サービスの一時中断又は停止が必要な場合及び不測の事態など

の緊急時にセンターが本サービスの一時中断又は停止が必要であると判断し

た場合、事前に予告通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時中

断又は停止することがあります。センターは、本サービス提供の一時中断、
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停止等により、お客様又は第三者が被ったいかなる不利益、損害について、

理由の如何に関わらず一切の責任を負わないものとします。 

また、センターは、前述以外の事由で本サービスの情報提供の遅延、中断

及び停止が発生したことに起因してお客様又は第三者が被ったいかなる不利

益・損害について、理由の如何に関わらず一切の責任を負わないものとしま

す。 

 

このサービス利用規約は、センターによって、予告なく変更されることがあ

ります。変更後も本サービスのご利用を続けられている場合、変更後の本サー

ビスに同意したものとさせていただきます。 

 

最終改定：2022（令和 4）年 9月 

 

ご利用方法 

 

（1）本サービスの提供情報について 

【Jリーグが対象の場合】 

年間成績は、J1・J2・J3 リーグ戦の成績を表示しています。スーパーカッ

プ、ルヴァンカップ、天皇杯及び J1参入プレーオフの成績は含まれません。 

年間成績は、データ最終更新日時点の成績であり、チームにより消化試合

数が異なる場合があります。 

最近の対戦成績、通算対戦成績及び最近の試合結果には、スーパーカップ、

天皇杯及び J1参入プレーオフの成績は含まれません。 

最近の対戦成績は、2004 年以降の対戦を対象とし、最新のものから順に表

示しています。 

各試合結果は、90分間での結果を表示しています。 

【ブンデスリーガ又はプレミアリーグが対象の場合】 

年間成績は、各リーグ戦（ブンデスリーガ・プレミアリーグ）の成績を表

停止等により、お客様又は第三者が被ったいかなる不利益、損害について、

理由の如何に関わらず一切の責任を負わないものとします。 

また、センターは、前述以外の事由で本サービスの情報提供の遅延、中断

及び停止が発生したことに起因してお客様又は第三者が被ったいかなる不利

益・損害について、理由の如何に関わらず一切の責任を負わないものとしま

す。 

 

このサービス利用規約は、センターによって、予告なく変更されることがあ

ります。変更後も本サービスのご利用を続けられている場合、変更を承認した

ものとみなされます。 

 

最終改定日：2020（令和 2）年 1月 1日 

 

ご利用方法 

 

（1）本サービスの提供情報について 

【指定試合が J リーグの場合】 

年間成績は、J1・J2・J3 リーグ戦の成績を表示しています。ルヴァンカッ

プ、天皇杯及び J1 参入プレーオフの成績は含まれません。 

年間成績は、データ最終更新日時点の成績であり、チームにより消化試合

数が異なる場合があります。 

最近の対戦成績、通算対戦成績及び最近の試合結果には、天皇杯及び J1参 

入プレーオフの成績は含まれません。 

最近の対戦成績は、2004 年以降の対戦を対象とし、最新のものから順に表

示しています。 

各試合結果は、90分間での結果を表示しています。 

【指定試合がブンデスリーガ又はプレミアリーグの場合】 

年間成績は、各リーグ戦（ブンデスリーガ・プレミアリーグ）の成績を表
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示しています。FAカップ等の成績は含まれません。 

年間成績は、データ最終更新日時点の成績であり、チームにより消化試合

数が異なる場合があります。 

最近の対戦成績、通算対戦成績及び最近の試合結果には、FA カップ等の成

績は含まれません。 

最近の対戦成績は、2010-2011 シーズン以降の対戦を対象とし、最新のもの

から順に表示しています。 

各試合結果は、90分間での結果を表示しています。 

【Bリーグが対象の場合】 

年間成績は、B1・B2 リーグ戦の成績を表示しています。B リーグチャンピ

オンシップ、B1 残留プレーオフ、B2 プレーオフ及び B1・B2 入替戦の成績は

含まれません。 

年間成績は、データ最終更新日時点の成績であり、チームにより消化試合

数が異なる場合があります。 

最近の対戦成績は、2019-2020 シーズン以降の対戦を対象とし、最新のもの

から順に表示しています。 

各試合結果は、延長も含む結果を表示しています。 

 

（2）投票反映について 

投票反映機能は、お客様が toto、mini toto並びに totoGOAL3及び totoGOAL2

を予想する上での補助的な機能を提供します｡「データ反映」ボタンをクリッ

クすると、選択中のデータに基づいた内容を予想入力欄に表示させます。た

だし、既に予想が入力されている部分については、データは反映されません。

また、反映されるデータは、お客様が「データ反映」ボタンをクリックされ

た時点でのデータとなります。 

 

【Jリーグが対象の場合】 

1．toto、mini toto 
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（2）投票反映について 

投票反映機能は、お客様がスポーツくじを予想する上での補助的な機能を
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【指定試合が J リーグの場合】 
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①投票率 

当該指定試合において、投票率の高いものを選択します。最も高い投票

率が同じであった場合は、その他（0）、ホーム 90分勝ち（1）の順に優先

して選択します。 

②Jリーグ順位 

当該指定試合の対戦チームにおいて、J リーグ順位の上位のチームを選

択します。同じ順位であった場合は、その他（0）を選択します。 

ただし、J1第 1節､J2第 1節、J3 第 1節、ルヴァンカップ及び天皇杯の

試合が指定試合に含まれるスポーツくじにおいては、本機能はご利用いた

だけません。 

③各チーム最近 5試合の結果（J リーグ、ルヴァンカップ） 

当該指定試合における対戦チームにおいて、J リーグ及びルヴァンカッ

プでの各チームの最近 5 試合の 90 分間での成績を比較し、勝点の多いチ

ームを選択します。同じ勝点であった場合は、その他（0）を選択します。 

④対戦チーム間の最近 5試合対戦成績（Jリーグ、ルヴァンカップ） 

当該指定試合において、対戦チーム間での Jリーグ及びルヴァンカップ

での最近 5試合で、90分間での勝数の多いチームを選択します。同じ勝数

であった場合は、その他（0）を選択します。当該チーム間での試合が無

い場合は、その他（0）を選択します。 

⑤対戦チーム間の通算対戦成績（Jリーグ、ルヴァンカップ） 

当該指定試合において、2004 年以降の対戦チーム間での Jリーグ及びル

ヴァンカップでの試合で、90 分間での勝数の多いチームを選択します。同

じ勝数であった場合は、その他（0）を選択します。当該チーム間での試

合が無い場合は、その他（0）を選択します。 

 

2．totoGOAL3、totoGOAL2 

①投票率 

当該指定試合の各予想チームにおいて、投票率の高いものを選択します。

①投票率 

当該指定試合において、投票率の高いものを選択します。最も高い投票

率が同じであった場合は、その他（0）、ホーム 90分勝ち（1）の順に優先

して選択します。 

②Jリーグ順位 

当該指定試合の対戦チームにおいて、J リーグ順位の上位のチームを選

択します。同じ順位であった場合は、その他（0）を選択します。 

ただし、J1第 1節､J2第 1節、J3第 1 節、ルヴァンカップ及び天皇杯の

試合が指定試合に含まれるスポーツくじにおいては、本機能はご利用いた

だけません。 

③各チーム最近 5試合の結果（J リーグ、ルヴァンカップ） 

当該指定試合における対戦チームにおいて、J リーグ及びルヴァンカッ

プでの各チームの最近 5 試合の 90 分間での成績を比較し、勝点の多いチ

ームを選択します。同じ勝点であった場合は、その他（0）を選択します。 

④対戦チーム間の最近 5試合対戦成績（Jリーグ、ルヴァンカップ） 

当該指定試合において、対戦チーム間での Jリーグ及びルヴァンカップ

での最近 5試合で、90分間での勝数の多いチームを選択します。同じ勝数

であった場合は、その他（0）を選択します。当該チーム間での試合が無

い場合は、その他（0）を選択します。 

⑤対戦チーム間の通算対戦成績（Jリーグ、ルヴァンカップ） 

当該指定試合において、2004 年以降の対戦チーム間での Jリーグ及びル

ヴァンカップでの試合で、90 分間での勝数の多いチームを選択します。同

じ勝数であった場合は、その他（0）を選択します。当該チーム間での試

合が無い場合は、その他（0）を選択します。 

 

2．totoGOAL3、totoGOAL2 

①投票率 

当該指定チームにおいて、投票率の高いものを選択します。最も高い投
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最も高い投票率が同じであった場合は、0 点（0）、1 点（1）、2 点（2）の

順に優先して選択します。 

②今年の Jリーグでの平均得点 

当該指定試合の各予想チームにおいて、今年の J リーグにおける 1 試合

当たりの平均得点（小数点以下は四捨五入）を選択します。 

ただし、J1第 1節､J2第 1節、J3 第 1節、ルヴァンカップ及び天皇杯の

試合が指定試合に含まれるスポーツくじにおいては、本機能はご利用いた

だけません。 

③各チーム最近 5試合での平均得点（J リーグ、ルヴァンカップ） 

当該指定試合の各予想チームにおいて、J リーグ及びルヴァンカップで

の最近 5 試合における 1試合（90分間）当たりの平均得点（小数点以下は

四捨五入）を選択します。 

④対戦チーム間の最近 5試合平均得点（Jリーグ、ルヴァンカップ） 

当該指定試合の各予想チームにおいて、対戦チームとの Jリーグ及びル

ヴァンカップでの最近 5試合における 1試合（90分間）当たりの平均得点

（小数点以下は四捨五入）を選択します。 

 

【ブンデスリーガ又はプレミアリーグが対象の場合】 

1．toto、mini toto 

①投票率 

当該特定指定試合において、投票率の高いものを選択します。最も高い

投票率が同じであった場合は、その他（0）、ホーム 90 分勝ち（1）の順に

優先して選択します。 

②各リーグ（ブンデスリーガ、プレミアリーグ）順位 

当該特定指定試合の対戦チームにおいて、各リーグ順位の上位のチーム

を選択します。同じ順位であった場合は、その他（0）を選択します。 

ただし、ブンデスリーガ第 1 節､プレミアリーグ第 1節の試合が特定指定

試合に含まれるスポーツくじにおいては、本機能はご利用いただけません。 

票率が同じであった場合は、0 点（0）、1 点（1）、2 点（2）の順に優先し

て選択します。 

②今年の Jリーグでの平均得点 

当該指定チームにおいて、今年の J リーグにおける 1 試合当たりの平均

得点（小数点以下は四捨五入）を選択します。 

ただし、J1第 1節､J2第 1節、J3第 1 節、ルヴァンカップ及び天皇杯の

試合が指定試合に含まれるスポーツくじにおいては、本機能はご利用いた

だけません。 

③各チーム最近 5試合での平均得点（J リーグ、ルヴァンカップ） 

当該指定チームにおいて、J リーグ及びルヴァンカップでの最近 5 試合

における 1試合（90分間）当たりの平均得点（小数点以下は四捨五入）を

選択します。 

④対戦チーム間の最近 5試合平均得点（Jリーグ、ルヴァンカップ） 

当該指定チームにおいて、対戦チームとの Jリーグ及びルヴァンカップ

での最近 5試合における 1試合（90分間）当たりの平均得点（小数点以下

は四捨五入）を選択します。 

 

【指定試合がブンデスリーガ又はプレミアリーグの場合】 

1．toto、mini toto 

①投票率 

当該指定試合において、投票率の高いものを選択します。最も高い投票

率が同じであった場合は、その他（0）、ホーム 90分勝ち（1）の順に優先

して選択します。 

②各リーグ（ブンデスリーガ、プレミアリーグ）順位 

当該指定試合の対戦チームにおいて、各リーグ順位の上位のチームを選

択します。同じ順位であった場合は、その他（0）を選択します。 

ただし、ブンデスリーガ第 1 節､プレミアリーグ第 1節の試合が指定試合

に含まれるスポーツくじにおいては、本機能はご利用いただけません。 
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③各チーム最近 5試合の結果（ブンデスリーガ、プレミアリーグ） 

当該特定指定試合における対戦チームにおいて、ブンデスリーガ及びプ

レミアリーグでの各チームの最近 5 試合の 90 分間での成績を比較し、勝

点の多いチームを選択します。同じ勝点であった場合は、その他（0）を

選択します。 

④対戦チーム間の最近 5試合対戦成績（ブンデスリーガ、プレミアリーグ） 

当該特定指定試合において、対戦チーム間でのブンデスリーガ及びプレ

ミアリーグでの最近5試合で、90分間での勝数の多いチームを選択します。

同じ勝数であった場合は、その他（0）を選択します。当該チーム間での

試合が無い場合は、その他（0）を選択します。 

⑤対戦チーム間の通算対戦成績（ブンデスリーガ、プレミアリーグ） 

当該特定指定試合において、2010-2011 シーズン以降の対戦チーム間で

のブンデスリーガ及びプレミアリーグでの試合で、90分間での勝数の多い

チームを選択します。同じ勝数であった場合は、その他（0）を選択しま

す。当該チーム間での試合が無い場合は、その他（0）を選択します。 

 

2．totoGOAL3 

①投票率 

当該特定指定試合の各予想チームにおいて、投票率の高いものを選択し

ます。最も高い投票率が同じであった場合は、0 点（0）、1 点（1）、2 点（2）

の順に優先して選択します。 

②今シーズンの各リーグ（ブンデスリーガ、プレミアリーグ）での平均得 

点 

当該特定指定試合の各予想チームにおいて、今シーズンのブンデスリー

ガ及びプレミアリーグにおける 1試合当たりの平均得点（小数点以下は四

捨五入）を選択します。 

ただし、ブンデスリーガ第 1 節､プレミアリーグ第 1 節の試合が特定指

定試合に含まれるスポーツくじにおいては、本機能はご利用いただけませ

③各チーム最近 5試合の結果（ブンデスリーガ、プレミアリーグ） 

当該指定試合における対戦チームにおいて、ブンデスリーガ及びプレミ

アリーグでの各チームの最近 5 試合の 90 分間での成績を比較し、勝点の

多いチームを選択します。同じ勝点であった場合は、その他（0）を選択

します。 

④対戦チーム間の最近 5試合対戦成績（ブンデスリーガ、プレミアリーグ） 

当該指定試合において、対戦チーム間でのブンデスリーガ及びプレミア

リーグでの最近 5試合で、90 分間での勝数の多いチームを選択します。同

じ勝数であった場合は、その他（0）を選択します。当該チーム間での試

合が無い場合は、その他（0）を選択します。 

⑤対戦チーム間の通算対戦成績（ブンデスリーガ、プレミアリーグ） 

当該指定試合において、2010-2011 シーズン以降の対戦チーム間でのブ

ンデスリーガ及びプレミアリーグでの試合で、90 分間での勝数の多いチー

ムを選択します。同じ勝数であった場合は、その他（0）を選択します。

当該チーム間での試合が無い場合は、その他（0）を選択します。 

 

2．totoGOAL3 

①投票率 

当該指定チームにおいて、投票率の高いものを選択します。最も高い投

票率が同じであった場合は、0 点（0）、1 点（1）、2 点（2）の順に優先し

て選択します。 

②今シーズンの各リーグ（ブンデスリーガ、プレミアリーグ）での平均得 

点 

当該指定チームにおいて、今シーズンのブンデスリーガ及びプレミアリ

ーグにおける 1 試合当たりの平均得点（小数点以下は四捨五入）を選択し

ます。 

ただし、ブンデスリーガ第 1 節､プレミアリーグ第 1 節の試合が指定試

合に含まれるスポーツくじにおいては、本機能はご利用いただけません。 
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改定後（新） 改定前（旧） 

ん。 

③各チーム最近 5試合での平均得点（ブンデスリーガ、プレミアリーグ） 

当該特定指定試合の各予想チームにおいて、ブンデスリーガ及びプレミ

アリーグでの最近 5試合における 1 試合（90分間）当たりの平均得点（小

数点以下は四捨五入）を選択します。 

④対戦チーム間の最近 5試合平均得点（ブンデスリーガ、プレミアリーグ） 

当該特定指定試合の各予想チームにおいて、対戦チームとのブンデスリ

ーガ及びプレミアリーグでの最近 5 試合における 1試合（90 分間）当たり

の平均得点（小数点以下は四捨五入）を選択します。 

 

 

③各チーム最近 5試合での平均得点（ブンデスリーガ、プレミアリーグ） 

当該指定チームにおいて、ブンデスリーガ及びプレミアリーグでの最近

5 試合における 1試合（90分間）当たりの平均得点（小数点以下は四捨五

入）を選択します。 

④対戦チーム間の最近 5試合平均得点（ブンデスリーガ、プレミアリーグ） 

当該指定チームにおいて、対戦チームとのブンデスリーガ及びプレミア

リーグでの最近 5試合における 1試合（90分間）当たりの平均得点（小数

点以下は四捨五入）を選択します。 

 

 


