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Ⅰ 登録の流れ 
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１ 団体登録申請 

 初めて団体として登録する場合には、㈶日本水泳連盟に団体登録申請を行います。登録申請窓口は各加盟団体

にありますので、各加盟団体のルールに従い登録の申請をお願いします。 

 加盟団体の連絡先は、㈶日本水泳連盟ホームページ(http://www.swim.or.jp)を参照ください。 

 利用後のサポート窓口も該当の加盟団体となります。 

 

２ 団体登録と競技者登録 

 申請が完了すると、団体番号と WebSWMSYS へのアクセス情報を登録団体に連絡してきます。登録団体では連絡

を受けた情報により、WebSWMSYSへログインします。 

 ログイン後、団体登録にて、明細情報を登録してください。 

 

３ 競技者登録 

 団体登録が終了すると、競技者を登録します。登録時には競技者の ID（７桁）は発行されます。但し、登録する競技

者は、過去に他の団体で登録をしている場合には、その時点での IDがそのまま利用されます。 

 登録時に使用する「漢字氏名」「性別」「生年月日」は正しいデータを入力してください。間違えて入力した場合には、

別人と判断されることがあり、ランキングに影響しますので、十分確認の上登録をお願いします。 

 

４ 団体登録申請書の提出 

 団体登録と競技者の登録が完了した段階で、WebSWMSYS から「競技者登録情報明細表」「競技者登録情報一覧

表」「団体登録申請書」を印刷し、加盟団体へ登録費とともに提出します。 

 

５ 大会エントリー 

 登録した団体情報と競技者情報を使用し、大会エントリーを行います。 

http://www.swim.or.jp/
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６ 登録操作の手順 

2012年秋のシステム更新により、以下の手順で登録するように変更が行われました。 

①登録団体の年度登録を行わないと、競技者の登録／削除／異動／大会エントリーを行えません。年度の最初に、

かならず団体の年度登録を行ってください。3月の翌年度登録も同様です。 

②競技者の登録並びに登録申請を行わないと、大会エントリーを行えません。但し、3 月に関しては、競技者の登

録を行えば、翌年度の大会エントリーはできます。 

操作制限対象となる処理 ① ② ③ ④ 

団体登録照会 ○ ○ ○ ○ 

団体登録変更 ○ ○ ○ ○ 

競技者登録（新規・転入） × ○ ○ ○ 

競技者登録照会・変更・削除（一覧表示） ○ ○ ○ ○ 

★一覧表内変更ボタン（照会・削除は許可） × ○ ○ ○ 

競技者異動登録 × ○ ○ ○ 

競技者エントリー用登録（新規） × ○ ○ ○ 

競技者エントリー用一覧（更新・削除） ○ ○ ○ ○ 

★一覧表内変更ボタン（照会・削除は許可）照会・削除は許可） × ○ ○ ○ 

★一覧表内「一括正規登録変更」ボタン × ○ ○ ○ 

年度更新処理 × ○ ○ ○ 

学年一括更新 × ○ ○ ○ 

IDカード発行・再発行 ○ ○ ○ ○ 

★一覧内申請操作の□と、下部の登録ボタン（申請取消は許可） × ○ ○ ○ 

登録費照会 × ○ ○ ○ 

登録費設定 × ○ ○ ○ 

登録状況確認（登録団体申請書） × ○ ○ ○ 

★個人エントリー・リレーエントリー・ｴﾝﾄﾘｰ集計 × × ○ ○ 

（以下は 3月限定の翌年度に関する操作） 

団体登録変更 × × ○ ○ 

★年度更新処理（翌年度） × × × ○ 

★学年一括更新（翌年度） × × × ○ 

★個人エントリー・リレーエントリー・ｴﾝﾄﾘｰ集計（翌年度の大会） × × × × 

上記×の箇所は、メニューの機能ボタンを押すと、下記メッセージが表示されます。 

① この操作は、団体の年度登録を行わないと利用できません.団体登録で年度登録を行ってください. 

②この操作は、競技者の年度登録を行わないと利用できません.年度更新処理で年度登録を行ってください. （競

技者年度未登録の場合） 

②この操作は、団体登録申請・競技者登録申請を行わないと利用できません.団体登録申請・競技者申請を行って

ください.（競技者登録申請が未申請の場合） 

③この操作は、翌年度の団体登録を行わないと利用できません.翌年度の団体登録を行ってください. 

④この操作は、翌年度の競技者登録を行わないと利用できません.年度更新処理で翌年度の年度登録を行ってく

ださい. 
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Ⅱ 入門編 

 

加盟団体から連絡のあった以下情報をご用意ください。 

（１）WebSWMSYSユーザーID とパスワード 

（２）競技者登録用ユーザーID とパスワード 

 

１ 団体申請後の団体登録まで 

１．１ ログイン 

 WebSWMSYSにログインします。 

 競技区分： 登録団体の競技区分を選択してください 

 ユーザーID：加盟団体から連絡のあった５桁のユーザーID（登録団体番号） 

 パスワード：加盟団体から連絡のあったパスワード 

 氏名：    操作者の名前を入力してください 

 連絡先：  操作者の連絡先を入力してください 

  上記を入力し、ログインボタンを押します。 

 

ログイン時に団体の年度登録が完了していない場合、ログイン後に毎回以下のメッセージが表示されます。メッセー

ジが表示された場合には、メッセージに従い、団体の年度登録をしてください。 
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１．２ TOP メニュー 

 ログインが成功すると、TOP メニューが表示されます。入力にミスや不足があると、エラー画面になりますので、戻っ

て再度ログインを行ってください。 

 

団体登録へは、上記 Top メニューから、「競技者情報」をクリックします。 

競技者情報へは、再度、「競技者登録用ログイン」画面が表示されます。 

 

１．３ 競技者登録用ログイン画面 

ユーザーID：加盟団体から連絡のあった競技者登録用のユーザー名 

 パスワード：加盟団体から連絡のあった競技者登録用のパスワード 

 「団体登録及び競技者登録個人情報保護に基づく公表」を一読の上、了解であれば「○同意します」にチェックを入

れて、ログインボタンを押します。 

 

 

日本水泳連盟並びに加盟

団体からのお知らせがあ

る場合、ここに表示され

ます。 
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１．４ 競技者登録メニュー 

 メニューから、「団体情報変更」をクリックします。 

 クリックすると、団体の明細情報を登録する画面が表示されます。 

 

上記       のどちらも同じです。 

この画面では、登録の状況によって機能に制限がかかっています。 
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１．５ 団体情報変更画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本画面から、必要な情報を全て入力してください。 

画面下半分の連絡窓口は、必ず１つ以上にチェックを入れて、連絡先を入力してください。 

住所は、最大で漢字１５文字入ります。１５文字以上の場合には住所２を使用してください。 

画面中ほどの「年度登録」の横にある「□確認」は、必ずチェックを入れてください。 

 

これにて、団体登録は完了です。 

引き続き、次のステップの競技者の登録を行ってください。 

詳細説明  

 

P29 
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２ 競技者登録から登録申請まで 

 競技者情報は、漢字氏名、性別、生年月日で個人の重複登録が判断されます。 

 登録は、正規登録とエントリー用登録の２種類があります。 

○正規登録 

 該当する団体区分（第１区分／第２区分）に正規登録します。この場合、加盟団体から登録費の免除がない限り、

登録費が発生します。通常はこの正規登録に競技者を登録してください。 

○エントリー用登録 

 正規登録以外に、競技会参加だけのために登録する場合こちらに登録します。ここに登録する際には、加盟団体か

らの指示があります。 
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２．１ 正規登録 

正規登録の方法は、主に以下の３つの方法にて行います。 

①日本水泳連盟に初めて登録する「新規」競技者の場合 

②日本水泳連盟に過去 1度でも登録した事があり、7桁の競技者番号と生年月日がわかる場合。 

③日本水泳連盟に過去 1度でも登録した事があり、7桁の競技者番号と生年月日がわからない場合。 

 

上記どの方法でも、登録する画面は「競技者登録（新規・転入）」より行います。 

①日本水泳連盟に初めて登録する「新規」競技者の場合 

 

上記①の        に必要事項を入力し、②ボタンを押します。 

この時には、漢字氏名、性別、生年月日で過去の競技者情報に照会され、同じ情報があると登録ができません。 

登録エラーが表示された場合には、もう一度漢字氏名、性別、生年月日を確認してください。 

確認し、それが正しい情報であれば、その競技者は過去に日本水泳連盟に登録済で、既に 7桁の競技者番号をも

っています。競技者番号がわかる場合には、方法②へ進んでください。競技者番号がわからない場合には、方法③

へ進んでください。 

入力した漢字氏名、性別、生年月日が過去の競技者情報に無い場合には、メッセージ「新規競技者番号を発行しま

す。よろしいですか？ はい／いいえ」が表示されます。「はい」を押すと、新規に競技者番号が発番され、日本水泳

連盟の競技者情報に登録されます。「いいえ」を押すと、入力中画面に戻ります。 

 

※重複を避けるために、新規登録時の漢字氏名、性別、生年月日の確認はしっかりお願いします。重複すると、記録

が正しく集計されず、正しいランキングとならなくなりますので、ご注意ください。

① 

② 
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②日本水泳連盟に過去 1度でも登録した事があり、7桁の競技者番号と生年月日がわかる場合。 

 

上記①の        に必要事項（競技者番号と生年月日）を入力し、②の「検索」ボタンを押します。 

入力された競技者番号と生年月日が競技者情報にある場合、その競技者情報が表示されます。また、現在登録さ

れている情報（全ての団体番号、団体名称）が表示されますので、確認後、「表示されている内容で、当団体に登録し

ます」ボタンを押してください。 

 

① ② 

確認！ 

押す！ 
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③日本水泳連盟に過去 1度でも登録した事があり、7桁の競技者番号と生年月日がわからない場合。 

 

上記①の        に必要事項（競技者番号と生年月日）を入力し、②のボタンを押します。 

入力された漢字氏名、性別、生年月日が競技者情報にある場合、その競技者情報が表示されます。また、現在登

録されている情報（全ての団体番号、団体名称）が表示されますので、確認後、「表示されている内容で、当団体に登

録します」ボタンを押してください。 

 

① 

② 

確認！ 

押す！ 
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２．２ 正規登録の確認（一覧表） 

正規登録した競技者を一覧表で確認します。 

 

 

上記で正規登録済の競技者の一覧表が表示されます。 

※一覧表の左側に表示されている「仮」表示は、基本情報のみの場合に表示されますが、登録は正規登録と同じ

です。 

※各競技者個人の詳細情報へは、上記画面の「照会」又は「変更」画面から操作できます。 

 

詳細説明  

 

P32 
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２．３ エントリー用登録（新規） 

加盟団体より、「この大会にエントリーする場合には、エントリー用登録してからエントリーしてください」等の指示が

あった場合、競技者をエントリー用登録します。 

エントリー用として登録した競技者については、登録費は発生しません。 

 

※エントリー用登録も、正規登録と同じく３つの方法があります。詳しくは「２．１ 正規登録」を参照してください。 

 

詳細説明  

 

P39 
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     登録した競技者が一覧表示されます。 

     正規登録同様、初めて㈶日本水泳連盟に登録する競技者には新たに競技者番号が発行されます。 

     すでに他団体で正規登録した履歴の競技者は、すでに登録済の競技者番号が使われます。 
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自団体で正規登録している

競技者は、エントリー登録す

ることができません。 
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２．４ エントリー用登録の確認（一覧表） 

エントリー用登録した競技者を一覧表で確認します。 

 

 

 

上記で正規登録済の競技者の一覧表が表示されます。 

※各競技者個人の詳細情報へは、上記画面の「照会」又は「変更」画面から操作できます。 

※本画面から、エントリー登録競技者を正規登録競技者に変更できます。（詳細説明参照） 

詳細説明  

 

P40 
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２．５ 団体登録申請、競技者登録申請 

 団体登録申請処理は「登録状況確認」画面からはじまります。この画面では、自団体の登録情報（競技種別、学種

別、男女別の登録人数、登録費）が表示されますので全体の概況を確認することができます。 

＜ 「登録状況確認」画面 ＞ 

 

画面上の「申請」（新規追加）ボタンを押下することにより、加盟団体向けの申請処理に進みます。 

 

 

 

 

 

 

＜ 「競技者登録情報選択明細表」画面 ： 新設画面、“差分申請”となります。 ＞ 

 

内容の確認が完了したら、「申請用紙表示」ボタンを押下します。 

※加盟団体によっては、申請を月単位で提出する団体があります。その際には、再印刷を行うことで、月内に数回申

請操作を行っても、月単位にまとめた 1枚の申請書を作成する事ができます。 

①「登録状況確認」画面

では、登録団体の登録情

報の概況が表示されます 

②新たに追加された「申請」ﾎﾞﾀﾝを押

下することにより、「競技者登録情報

選択明細画面」（新設）が表示され加

盟団体向けの申請処理に進みます。 

団体の年度登録が行われていないと

申請はできません。エラーが表示され

ますので、団体の年度登録を行った後

に再度申請処理を行ってください。 

③画面中央左下のプルダウンメニューで 

「未申請」を選択すると、この時点で申請

対象（登録済、未申請）となっている競技

者の一覧が表示（差分申請）されます。 

④申請対象として表示され

ている内容を確認し、修正が

必要な場合は右の“照会・変

更・削除”リンクより競技者

内容の変更を行います 
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＜再表示・印刷時の操作＞ 

申請書の再印刷は、下記画面の選択ボックス（コンボボックス）からタイムスタンプを選択すると、その時点

で表示した申請書類が再印刷できます（既に申請した内容の変更はできません）  

 

 

＜「競技者登録一覧表」画面＞ 

 

⑤「申請用紙表示」ボタン

を押下することで、次の 

「競技者登録一覧表」が 

表示されます 

この画面で、「未申請」のかわりに、「年月日時分」を

選択し、「申請用紙表示」ボタンを押す事で、その年

月日時分のタイムスタンプで「申請実行」済の内容の

再表示・印刷を可能としています。 

 

⑥加盟団体向け申請資料の「競技者

登録一覧」が表示されます。当初は

画面下部に「申請実行」ボタンが表

示されます。 
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いよいよ「申請実行」操作を行います。「申請実行」操作を行うと、その時点（年月日時分）で内容を確定（タイムスタ

ンプとして表示）します。申請内容の変更は Web-SWMSYSからはできなくなりますので充分確認願います。 

＜「競技者登録一覧表」画面 ：「申請実行」押下前 ＞ 

 

 

 

＜「競技者登録一覧表」画面 ：「申請実行」押下後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これ以降、「競技者登録一覧表」、「競技者登録明細」、「団体登録申請書」（いずれも差分、タイムスタンプ付き）の印

刷が可能となります。提出書類は、各申請用紙を表示して、ブラウザの印刷機能で印刷してください。団体登録申請

書には、捺印をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技者登録情報明細表 

 

競技者登録情報一覧表 

 

団体登録申請書 

「申請実行」 

⑦「申請実行」ボタンを押下

します。 

⑧画面下部に「申請を受付済

タイムスタンプ」が「年月日

時分」とともに表示されま

す。 

また、画面右側の「照会・変

更･削除」リンクが消え、変

更ができなくなります。 

画面上部に他の申請書類を 

表示するボタンが有ります。 

 

 
⑨「申請実行」ボタンが 

「印刷」ボタンに替わります。 

押下することで、確定した申

請書類（タイミスタンプ付

き）が印刷されます。 
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競技者登録情報明細表 

 

 

団体登録申請書 

団体の登録費は年度で最初の申請処理の時のみ計算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

捺印をお願いします 

今回の申請に対する登録費です。2 回目以降も

この金額が登録費になります。 

（2 回目以降は団体登録費は０になります） 

表示されている内容をE-Mailで受

け取ることができます 

クリックして、画面に従い送信先を

入力します。 

今回の申請に対応する競技者登録数が表示され

ます。右側に括弧付きで表示される数字は他団

体で支払い済みの競技者数となります。 

⑩「印刷」ボタンを押下する

ことで、確定した申請書類

（タイミスタンプ付き）が

印刷されます。 

⑪「印刷」ボタンを押下する

ことで、確定した申請書類

（タイミスタンプ付き）が

印刷されます。 
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＜再印刷の種類＞ 

・申請単位の印刷 

 申請単位に 1枚の申請書を印刷します。 

 再印刷の   ▼から、印刷したいタイムスタンプを選択し、「申請用紙表示」ボタンで申請書を表示し印刷します。 

 

・月単位の印刷 

 月単位に、その月内の全ての申請を 1枚の申請用紙に印刷します。 

 累計印刷の   ▼から、印刷したい年月を選択し、「月締申請書印刷」ボタンで申請書を表示し、印刷します。選

択で表示される年月は、申請のあった年月のみ表示され、だれも申請していない年月は表示されません。 

 

・年度単位の印刷 

 年度単位に、その年度内の全ての申請を 1枚の申請用紙に印刷します。 

 累計印刷の   ▼から、「全て（累計）」を選択し、「月締申請書印刷」ボタンで申請書を表示し、印刷します。 

 

毎年 4月は、前年度の「全て（累計）」と、前年度の年月が表示され、印刷することができます。 

例）【通常月】 全て（累計）  【4月】 全て（累計） 

  2013年 1月   2013年 4月 

  2012年 8月   全て（前年度累計） 

  2012年 5月   2013年 1月 

      2012年 8月 

      2012年 5月 

<累計印刷の例＞ 

 

月内 2 回目の申請 

月内 1 回目の申請 
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※団体登録申請書も累計印刷できます。 

選択した月の最終日付を表示 

 

累計印刷範囲の合計 

 

累計印刷範囲の合計 

 

ID カード：累計印刷範囲の人数合計  

団体登録料：初回のみルールで表示 

 

年度内初回月のみ計上 
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３ 大会エントリー 

団体の登録、競技者の登録及び団体申請が完了すると、大会エントリーを行うことができます。 

エントリーは、最初のログイン画面から、「大会・記録」をクリックして進んでください。 

 

 

 

大会・記録をクリックすると、画面

左側にメニューが表示されます 

エントリー報告をクリックすると、

画面右側にエントリーできる大会一

覧が表示されます 

この３つの Link からエント

リーと集計を行います。 

※団体の年度登録を行わないと、上記 Link はエ

ラーになります。 
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３．１ 個人種目のエントリー 

 大会一覧にある、エントリーする大会の行の「エントリー」をクリックします。 

当団体に登録している競技者一覧が表示されます。大会の設定によっては、エントリー登録の競技者が参加できな

かったり、学種によって参加できなかったりする大会があります。 

これらの場合には、WebSWMSYSは競技者一覧に表示されないようになっています。 

 

＜簡単な説明＞ 

エントリーボタン  ボタンを押すと、その競技者のエントリー種目、エントリータイム入力画面が 

右側に表示されます。 

済マーク   エントリーがしてある競技者に表示されます。 

★マーク   エントリー用登録者にはこのマークが表示されます。 

Rマーク   ランキング対象者にこのマークが表示されます。 

 

エントリーボタンを押すと、下記メッセージが表示されます。 

 

OKをクリックすると、右側にクリックした競技者のエントリー入力画面が表示されます。 

この線の位置は、マウス

でドラッグすることで

変えることができます 

※競技者年度登録並びに登録申請を行

わないと、一覧表にはひょうじされず、

エントリーすることはできません。 
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エントリーする種目にある○入力をクリックし、◎の状態にして、エントリータイムを入力します。（☑は自動う的に着き

ます） 

大会によっては、クラスコードを選択する場合もありますが、入力方法は詳細ページを参照ください。 

  

上記では、５０ｍ自由形と１００ｍ自由形にエントリーした例です。 

エントリーが完了したら、再確認後、必ず「登録」ボタンを押してください。「登録」ボタンを押さない場合にはエントリー

は完了しません。 

リレーのみエントリーの

場合には、ここにチェック

を入れます 

詳細説明  

 

P56 
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３．２ リレーのエントリー 

リレーのエントリーは、以下画面から行います。 

各種目の□にチェックを入れると、団体登録で登録した、チーム名、チーム名ｶﾅ、チーム名電光が表示されます。 

エントリータイムとクラスコード（必要に応じて）を入れて、確認後、画面下の「登録」ボタンを押してエントリーします。 

１種目のチーム数は、最初は４チームまでの入力欄が表示されます。最大 10チームまで登録できます。（詳細説明参

照） 

  

詳細説明  

 

P58 
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３．３ エントリー集計と主催者への提出資料作成 

個人種目、リレー種目のエントリーが完了したら、集計を行います。 

集計画面から必要項目を入力して、「集計」ボタンを押します。 

 

エントリー責任者  必須 

他項目   「必須」とある項目は必須入力、その他は任意 

 

集計ボタンを押すと、集計結果画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

集計結果画面で、エントリー人数、金額等を確認し、提出資料を印刷し、主催者に提出します。 

尚、大会によっては用紙が不要な場合もありますので、開催要項をご確認ください。 

確認してください 

資料の印刷 
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・競技会申し込み（エントリー）一覧 

 

・競技会申し込み（エントリーTIME）一覧 

 

・競技会申し込み（リレー）一覧表 
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・競技会申込明細表 

捺印 
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Ⅲ 詳細編 

１ 競技者登録関連 

１．１ メニュー画面 

各機能のメニューです。各画面で、画面上部の団体名称をクリックすると、本画面に戻ります。 

画面右半分は、操作の流れで使用する主な機能を図解で表示しています。ここからでも各機能へ行くことができま

す。 
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１．２ 団体登録照会画面 

団体登録の登録内容の照会画面です。この画面では表示するのみで変更は行えません。変更は、メニューの「団体

登録変更」で行ってください。 
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１．３ 団体登録変更画面 

団体登録の登録内容の変更画面です。また、団体登録の年度登録もこの画面から行います。 

 

団体登録年度を入れて、☑確認を入れます 

全ての住所欄は１，２ともに全角 15 文

字の制限があります（ラベル印刷の都

合上） 

競技別に連絡窓口を変更できます。複数の競技

も選択できます。 

ここにチェックを入れた競技には、下の連絡窓

口の情報を必ず入力してください。 

ここに登録した宛先に月刊水泳が

発送されます 

入力が完了したら、必ず登録

ボタンを押してください。 

※注意 

団体の年度登録を行わないと、団体登録申請及び、競技者登録申請ができませ

んので、注意してください。 
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１．４ 競技者登録（新規・転入） 

自団体に正規登録する場合には、この画面から行います。新規の場合も異動の場合もこの画面から行います。 

競技者は、漢字氏名＋性別＋生年月日で検索され、同一情報が WebSWMSYS 上にない場合には新規として、同一

情報がある場合には異動として自団体に登録されます。 

（漢字で、「高、髙」「斉、斎、齊」などはすべて別の文字として扱われますので、ご注意ください） 
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正規登録の方法は、主に以下の３つの方法にて行います。 

①日本水泳連盟に初めて登録する「新規」競技者の場合 

②日本水泳連盟に過去 1度でも登録した事があり、7桁の競技者番号と生年月日がわかる場合。 

③日本水泳連盟に過去 1度でも登録した事があり、7桁の競技者番号と生年月日がわからない場合。 

 

上記どの方法でも、登録する画面は「競技者登録（新規・転入）」より行います。 

①日本水泳連盟に初めて登録する「新規」競技者の場合 

 

上記①の        に必要事項を入力し、②ボタンを押します。 

この時には、漢字氏名、性別、生年月日で過去の競技者情報に照会され、同じ情報があると登録ができません。 

登録エラーが表示された場合には、もう一度漢字氏名、性別、生年月日を確認してください。 

確認し、それが正しい情報であれば、その競技者は過去に日本水泳連盟に登録済で、既に 7桁の競技者番号をも

っています。競技者番号がわかる場合には、方法②へ進んでください。競技者番号がわからない場合には、方法③

へ進んでください。 

入力した漢字氏名、性別、生年月日が過去の競技者情報に無い場合には、メッセージ「新規競技者番号を発行しま

す。よろしいですか？ はい／いいえ」が表示されます。「はい」を押すと、新規に競技者番号が発番され、日本水泳

連盟の競技者情報に登録されます。「いいえ」を押すと、入力中画面に戻ります。 

 

※重複を避けるために、新規登録時の漢字氏名、性別、生年月日の確認はしっかりお願いします。重複すると、記録

が正しく集計されず、正しいランキングとならなくなりますので、ご注意ください。

① 

② 

ｶﾅ氏名欄に全角ひらがなを

入力し、「ローマ字変換」ボ

タンを押すと、全角ひらがな

は、自動的に半角ｶﾀｶﾅに変換

されます。 
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確認メッセージが表示され、「はい」を押した場合、登録が行われ、以下メッセージが表示されます。 

 

「OK」を押すと、今登録した競技者の情報が表示されます。 

 

上記で、基本情報のみの登録が完了となります、この状態でも競技者登録申請や、大会エントリーができますが、「競

技者登録変更」ボタンにて詳細な情報を登録してください。このままの状態で一覧表を表示した場合に、一覧表の左

側に「仮」という文字が表示されます。 

この番号が発行された競技者番号です 
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②日本水泳連盟に過去 1度でも登録した事があり、7桁の競技者番号と生年月日がわかる場合。 

 

上記①の        に必要事項（競技者番号と生年月日）を入力し、②の「検索」ボタンを押します。 

入力された競技者番号と生年月日が競技者情報にある場合、その競技者情報が表示されます。また、現在登録さ

れている情報（全ての団体番号、団体名称）が表示されますので、確認後、「表示されている内容で、当団体に登録し

ます」ボタンを押してください。 

 

① ② 

確認！ 

押す！ 
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③日本水泳連盟に過去 1度でも登録した事があり、7桁の競技者番号と生年月日がわからない場合。 

 

上記①の        に必要事項（競技者番号と生年月日）を入力し、②のボタンを押します。 

入力された漢字氏名、性別、生年月日が競技者情報にある場合、その競技者情報が表示されます。また、現在登

録されている情報（全ての団体番号、団体名称）が表示されますので、確認後、「表示されている内容で、当団体に登

録します」ボタンを押してください。 

 

① 

② 

確認！ 

押す！ 

ｶﾅ氏名欄に全角ひらがなを

入力し、「ローマ字変換」ボ

タンを押すと、全角ひらがな

は、自動的に半角ｶﾀｶﾅに変換

されます。 
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※登録は団体の区分によって以下の動きになります。 

①既に登録されている団体が同一区分の場合…異動になります。 

②既に登録されている団体が別区分の場合…追加登録となります。 

③第２区分の場合で、別競技に追加登録の場合…追加登録となります。 

 

※生年月日は、未来の日付は入力できません。 

 

※異動もしくは追加登録した競技者の情報に、カナ氏名やローマ字がない場合には、「競技者登録照会・変更・削除

（一覧表示）」（１．５参照）から修正してください。
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１．５ 競技者登録照会・変更・削除（一覧表示） 

正規登録の競技者の一覧表が表示されます。画面を表示した直後は、今年度登録者のみ表示されます。 

表示順指定を変更し、「表示」ボタンを押すと、指定した順番で並び替えて表示します。 

 

※3 月に翌年度登録を行った競技者で、今年度の競技者登録申請が済んでいない場合には、その競技者を削除す

る事ができません。競技者登録申請後に削除ができます。（登録費は発生します）  

 

ここで表示順を変更できます 

ここから編集できます 

ここから一括削除できます 
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○今年度未登録者を表示したい場合 

年度の始まりは、登録者が最初に表示されません。画面の「□年度未登録競技者も表示する」にチェックを入れて、

「表示」ボタンを押すと、昨年度に登録していた競技者が表示されます。 

今年度に一括登録できますので、本年度に再登録する競技者以外を削除してから、「１．９ 年度更新処理」にて一括

登録を行ってください。この処理では、登録費の支払い登録も同時に行うことができます。 

 

 

※競技者の年度登録を行っていない場合には、上記一覧表の「変更」機能は使用できません。「変更」機能を使用す

るには、年度登録で該当競技者を今年度に登録してから「変更」を行ってください。 

年度未登録者の一覧表 

（最終登録年度が今年度でない） 
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○削除済競技者も表示する場合 

一度削除した競技者で、かつ他団体での登録がない場合、ここにチェックを入れて「表示」ボタンを押すと、削除済

競技者一覧が表示されます。他団体に移動などで登録されている場合には、ここには表示されませんので、再度自

団体に登録したい場合には、「１．４ 競技者登録（新規・転入）」にて登録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除済競技者の一覧表 

（復活ボタンで復活できます） 

復活確認画面が表

示されます 

競技者が復活します。この時に年

度未登録の場合には、年度未登録

者一覧の場所に表示されます 

※前年度（3 月）に、翌年度登録され

ている競技者は、競技者登録申請を行

わないと削除できません。 
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○異動済競技者を表示する場合 

自団体から他団体へ期中移動もしくは年度異動した競技者一覧を表示します。ここにチェックを入れて「表示」ボタ

ンを押すと、異動済競技者一覧が表示されます。 
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１．５．１ 照会画面 

照会画面では、競技者の詳細登録情報を参照できます。詳細情報を修正するには、「１．５．２ 変更画面」を使い

ます。 
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１．５．２ 変更画面 

この画面では、競技者の詳細情報の入力を行います。 

詳細情報については、入力後画面下部にある登録ボタンを押すと登録されます。この「登録」ボタンを押すことにより、

一覧表に表示されていた「仮」表示は消えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この部分は本画面からは変

更できません。年度更新と競

技者都録申請にて自動的に

表示されます。 
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１．５．３ 削除画面 

個人単位での削除は、本画面から行うことができます。確認画面として照会画面が表示されますので、削除する場

合には、画面最下部の「削除」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3 月に翌年度登録を行った競技者で、今年度の競技者登録申請が済んでいない場合には、その競技者を削除す

る事ができません。競技者登録申請後に削除ができます。（登録費は発生します）  

         

 

誤って削除した場合には、復活画

面から復活できます。但し、他団

体に登録している場合には、新規

登録にて操作してください。 

（削除者一覧に表示されません） 
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１．６ 競技者異動登録 

異動元団体が分かっている場合には、この画面から異動することができます。この機能は、新規登録と同じですが、

氏名の入力チェックがかかりますので、誤った名前で登録するミスは無くなります。 

この画面では、新規登録画面同様のチェックを行いますが、団体番号もチェックされ、さらにその団体に登録済の情

報と比較されますので、誤字などのミスは無くなります。 

異動元団体番号 5桁と漢字氏名、性別、生年月日、競技種目を入力し、「異動登録」ボタンを押します。 

 

団体番号＋競技者情報が存在しない場合には、エラーメッセージが表示され、誤登録を防ぐことができます。 

＜氏名入力間違い＞    ＜正しい氏名＞ 

     

登録した情報は、新規登録画面から、異動にて登録した状態と同じです。 
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１．７ 競技者エントリー用登録（新規） 

自団体にエントリー用登録する場合には、この画面から行います。新規の場合も異動の場合もこの画面から行いま

す。 

競技者は、漢字氏名＋性別＋生年月日で検索され、同一情報が WebSWMSYS 上の他団体にエントリー用としてない

場合には新規として、同一情報がある場合には異動として自団体に登録されます。 

（漢字で、「高、髙」「斉、斎、齊」などはすべて別の文字として扱われますので、ご注意ください） 

エントリー用登録には、団体区分は関係なく登録でき、登録費の集計には反映されません。 

 

エントリー登録の方法は、正規登録と同じです。「１．４ 競技者登録（新規・転入）」を参照してください。 

①日本水泳連盟に初めて登録する「新規」競技者の場合 

②日本水泳連盟に過去 1度でも登録した事があり、7桁の競技者番号と生年月日がわかる場合。 

③日本水泳連盟に過去 1度でも登録した事があり、7桁の競技者番号と生年月日がわからない場合。 

 

 

 

毎年 3 月 1 日～31 日の間は、翌年度の学種

／学年の入力欄が現れます。 

競技会年度は、通常今年度のみが有効になり

ますが、3 月は翌年度の入力ができます。 
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１．８ 競技者エントリー用一覧（更新・削除） 

エントリー用登録の競技者の一覧表が表示されます。表示順指定を変更し、「表示」ボタンを押すと、指定した順番で

並び替えて表示します。 

 

・エントリー登録から正規登録に一括登録機能 

 自団体にエントリー登録している競技者を、氏名や生年月日を入力することなく一括で正規登録に変更できます。 

 登録は一括で登録する競技者の□にチェックを入れ、競技を選択し、「一括正規登録変更」ボタンを押します。 

 他団体で既に正規登録されている場合は、この画面からは登録できませんので、その場合は、「競技者登録（新規・

転入）」画面から行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競泳太郎と競泳三郎を、競技＝競泳で正規登録します。 

 

ここで表示順を変更できます 

ここから編集できま

す 

ここから一括削除できます ここから一括削除できます 

ここから一括で正規

登録に変更できます。 

① 

② 

③ 

④ 
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１．８．１ 照会画面 

照会画面では、競技者の詳細登録情報を参照できます。詳細情報を修正するには、「１．５．２ 変更画面」を使い

ます。 

 

１．８．２ 変更画面 

この画面では、競技者の詳細情報の入力を行います。 

エントリー用登録の情報のみが変更できます。 

 

１．８．３ 削除画面 

削除メッセージが表示され、「OK」を押すとエントリー用登録から削除されます。（復活はありません） 

 

削除後の一覧

表が表示され

ます 



WebSWMSYS 操作説明書（登録団体編） 

 53 

１．９ 年度更新処理 

 この画面では、競技者の年度更新処理を行います。年度未登録者の一覧表（昨年度以前に登録していて、今年度

まだ登録していない競技者の一覧表）が表示されます。年度更新前には、競技者の一覧から、今年度登録しない競

技者を削除してください。 

 

画面に、年度未登録競技者者一覧と、今年度登録済み競技者一覧が表示されます。今年度登録が済んでいる競技

者で、競技者登録申請が完了している競技には、「申請日」が表示されます。また、登録が完了している競技者で、競

技者登録申請が完了していない種目には「未」が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回のバージョンより、登録費の支払い操作は無くなりました。支払いは、競技者登録申請と連動します。

毎年 3 月 1 日～3 月 31 日の間は、登録する年度に「翌年度」が表示されるよ

うになり、選択できます。 

つまり、3 月中に翌年度の登録を済ますことができます。3 月に翌年度登録を

済ませた場合には、年度が変わった時点で自動的に翌年度に登録されていま

す。 

それ以外の時期は、登録する年度は全て「今年度」となります。 

「３ 年度替わりの再登録処理」参照 

年度未登録競技

者一覧（今回登録

対象） 

競技者登録未申

請の競技 

競技者登録申請

済の日付 
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上記実行で、選択したの競技者の年度登録とが完了します。年度更新が終了すると、登録年度が更新され、登録費

支払い日の場所に「未」という表示が現れます。 

対象者を選択（☑） 

年度更新実行 

年度更新処理は、５秒に１回サーバー側で処理され

ます。混雑時は待ちが発生する場合があります。進

行状況画面で確認ください。待ちの際には新たに年

度更新操作はできません。 

処理完了すると「完了」表示になります。 
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１．１０ 学年一括更新 

登録者全員の学種学年を、画面に表示されているルールに従い一括更新します。表示されているルールから外れる

場合には、個別で修正してください。 

「実行」ボタンを押すと、実行されます。 
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１．１１ IDカード発行・再発行 

ID カードの発行申請の状況表示及び、申請の変更を行います。㈶日本水泳連盟にて、発行用データを取得する前の

段階であれば、取り消しもできます。 

 

○申請取消 

申請済の情報を、「申請取消」ボタンで削除できます。申請を取り消した場合で、再度申請を行う場合には、本画面か

ら申請を実行してください。他団体での申請を取り消した場合（申（他無）など）も、カードは発行されません。 

○申請操作 

申請操作は、一覧表の「ステータス」にある☑にチェックを付け、画面下部にある「登録」ボタンを押します。 

申請操作は、有償発行／無償発行にかかわらず同じ操作です。 
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１．１２ 登録費照会 

団体登録費、個人登録費を確認できます。 
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１．１４ 登録状況確認（登録団体申請書） 

自団体の登録情報（人数、登録費）が表示されます。また、加盟団体に提出する資料もここで作成します。 

申請は全て差分申請になり、その時点での申請内容が 1 回の申請として作成されます。一度作成した申請書は

WebSWMSYSでは修正できませんので、個別対応をお願いします。 

申請後、追加申請を行うと、追加分の申請書が作成されます。これは同じ日に 2回以上行う場合でも同じです。 

 

提出書類は、本登録状況画面の下にある「申請」ボタンから申請後、各申請用紙を表示して、ブラウザの印刷機能で

印刷してください。団体の年度登録を行わないと、申請はできません。団体登録申請書には、捺印をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

・申請開始画面 

 申請は差分申請が出来ます。 

団体の登録費は年度で最初の申請処理の時のみ計算されます。 

2回目以降の追加申請で、既に申請が完了している競技者は申請できません。 

申請書の再印刷は、下記画面の選択ボックス（コンボボックス）からタイムスタンプを選択すると、その時点で表示し

た申請書類が再印刷できます（既に申請した内容の変更はできません） 

 

競技者登録情報明細表 

 

競技者登録情報一覧表 

 

団体登録申請書 

ここには、人数及び登録

費が表示されます 

競技者登録情報明細表及

び競技者登録情報一覧表

に表示する順番を設定でき

ます 
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「申請実行」ボタンを押すと、申請です。 

WebSWMSYSは受付時刻のタイムスタンプ 

を表示します。 

 

申請用紙表示ボタン 

再印刷時は、ここからタイムスタンプ

を選択して、申請用紙表示ボタンを押

す。（申請単位の再印刷の場合） 
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競技者登録情報一覧表 

 

競技者登録情報明細表 

 

団体登録申請書 

 

 

捺印をお願いします 

今回の申請に対する登録費です。2 回目以降も

この金額が登録費になります。 

（2 回目以降は団体登録費は０になります） 

表示されている内容をE-Mailで受

け取ることができます 

クリックして、画面に従い送信先を

入力します。 

競技者一覧画面

と同じ機能にな

ります。 

ここの表示で、「6(4)」など（）付きの表示がある

場合は、()内の数字はすでに同一区分の他団体で

登録費を支払っている人数です。 
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  所属の加盟団体によっては、申請書の提出を月締めで行っている団体があります。このような場合には、以下の

「累計印刷」機能を使って、月単位の申請書を作成できます。 

＜再印刷の種類＞ 

・申請単位の印刷 

 申請単位に 1枚の申請書を印刷します。 

 再印刷の   ▼から、印刷したいタイムスタンプを選択し、「申請用紙表示」ボタンで申請書を表示し印刷します。 

 

・月単位の印刷 

 月単位に、その月内の全ての申請を 1枚の申請用紙に印刷します。 

 累計印刷の   ▼から、印刷したい年月を選択し、「月締申請書印刷」ボタンで申請書を表示し、印刷します。選

択で表示される年月は、申請のあった年月のみ表示され、だれも申請していない年月は表示されません。 

 

・年度単位の印刷 

 年度単位に、その年度内の全ての申請を 1枚の申請用紙に印刷します。 

 累計印刷の   ▼から、「全て（累計）」を選択し、「月締申請書印刷」ボタンで申請書を表示し、印刷します。 

 

毎年 4月は、前年度の「全て（累計）」と、前年度の年月が表示され、印刷することができます。 

例）【通常月】 全て（累計）  【4月】 全て（累計） 

  2013年 1月   2013年 4月 

  2012年 8月   全て（前年度累計） 

  2012年 5月   2013年 1月 

      2012年 8月 

      2012年 5月 

<累計印刷の例＞ 
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月内 2 回目の申請 

月内 1 回目の申請 
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※団体登録申請書も累計印刷できます。 

選択した月の最終日付を表示 

 

累計印刷範囲の合計 

 

累計印刷範囲の合計 

 

ID カード：累計印刷範囲の人数合計  

団体登録料：初回のみルールで表示 

 

年度内初回月のみ計上 
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１．１５ パスワード変更 

ここでは、WebSWMSYSへのログインパスワード及び、競技者情報へのユーザー名、パスワードの変更ができます。 

安全のため、定期的に変更することをお願いします。 

 

○パスワード変更 

 WebSWMSYSへの最初のログインのパスワードを変更します。ユーザー名は変更できません。 

 現在パスワードと新パスワード、新パスワード（確認用再入力）を入力後、「パスワード変更実施」ボタンを押してくだ

さい。 

 

○競技者登録用ユーザー名、パスワード変更 

 競技者登録用のユーザー名とパスワードを同時に変更できます。 

 新競技者登録用ユーザー名、現在競技者登録用パスワードと新競技者登録用パスワード、新競技者登録用パスワ

ード（確認用再入力）を入力後、「競技者登録用ユーザー名変更実施」ボタンを押してください。 

 

○競技者登録用パスワード変更 

 競技者登録用のパスワードを変更できます。 

 現在競技者登録用パスワードと新競技者登録用パスワード、新競技者登録用パスワード（確認用再入力）を入力後、

「競技者登録用パスワード変更実施」ボタンを押してください。 
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１．１６ システム連携データ取り込み（ダウンロード） 

 Windows版 SWMSYSへの連携データをダウンロードできます。Windows版を利用している団体は、ここからデータを

ダウンロードできます。但し、2006年度に競技者登録規則が変わりましたので、あくまでもWebSWMSYSを正とお考え

ください。 

 

 

表示されている内容で、チェックのある競技者情報を E-Mail

で受け取ることができます 

クリックして、画面に従い送信先を入力します。 

対象者をここで選択します。最初は

全員にチェックが付いています 
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２ 大会エントリー関連 

「入門編」とほぼ同じ内容ですが、多少説明を追記してあります。 

２．１ エントリー報告（大会一覧） 

 

 

 

大会・記録をクリックすると、画面

左側にメニューが表示されます 

エントリー報告をクリックすると、

画面右側にエントリーできる大会一

覧が表示されます 

この３つの Link からエント

リーと集計を行います。 

※団体の年度登録を行わないと、上記 Link はエ

ラーになります。 

クリック時に未集計の大

会がある場合には毎回ア

ラートが表示されます。 
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エントリー報告ボタンをクリックした際に、未集計の大会がある場合、アラートが表示されます。また、大会一覧画面で

は、上部に強調されたメッセージが表示され、一覧表内に「未集計」の文字が赤色で表示されます。エントリー終了後

は必ず集計してください。 
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表示は、4つのグループに色分けされ表示されます。 

○水色表示のグループ 自分の所属する加盟団体の主催する大会です。 

○ピンク色表示のグループ ブロック大会や地区大会で、自分の所属する加盟団体以外が主催の大会です。 

○黄色表示のグループ 全国大会です。 

○緑色表示のグループ エントリー締め切りを過ぎた大会です。集計のみすることができます。 

 

エントリー締切日が近くなると、締切日の表示が赤で表示されます。エントリーを済ませていない団体は、早めにエン

トリーをしてください。 
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２．２ 個人種目エントリー 

 大会一覧にある、エントリーする大会の行の「エントリー」をクリックします。 

当団体に登録している競技者一覧が表示されます。大会の設定によっては、エントリー登録の競技者が参加できな

かったり、学種によって参加できなかったりする大会があります。 

これらの場合には、WebSWMSYSは競技者一覧に表示されないようになっています。 

 

＜簡単な説明＞ 

エントリーボタン  ボタンを押すと、その競技者のエントリー種目、エントリータイム入力画面が 

右側に表示されます。 

済マーク   エントリーがしてある競技者に表示されます。 

★マーク   エントリー用登録者にはこのマークが表示されます。 

Rマーク   ランキング対象者にこのマークが表示されます。 

 

エントリーボタンを押すと、下記メッセージが表示されます。 

 

OKをクリックすると、右側にクリックした競技者のエントリー入力画面が表示されます。 

この線の位置は、マウス

でドラッグすることで

変えることができます 

※競技者年度登録並びに登録申請を行

わないと、一覧表にはひょうじされず、

エントリーすることはできません。 
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○削除ボタン 該当競技者の全エントリーを一括で削除します。 

エントリーがない場合にはボタンは表示されません。 

競技者を絞り込んだり、表示順をここで変更で

きます。 

条件を選択後、「並び替え」ボタンを押します。 

WebSWMSYS に登録されている個人

のエントリータイムを CSV 形式でダ

ウンロードできます。 

エントリータイムの登録／呼び出しは

右側画面から行います。（長水路／短水

路別） 
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エントリーする種目にある○入力をクリックし、◎の状態にして、エントリータイムを入力します。（☑は自動う的に着き

ます） 

大会によっては、クラスコードを選択する場合もあります。 

い  

上記では、５０ｍ自由形と１００ｍ自由形にエントリーした例です。 

エントリーが完了したら、再確認後、必ず「登録」ボタンを押してください。「登録」ボタンを押さない場合にはエントリー

は完了しません。 

 

リレーのみエントリーの

場合には、ここにチェック

を入れます 

クラスコードは、選択できるクラスコードのみ

が表示され、選択する事ができます。 

年齢、生年月日、学種などで、選択できるクラ

スコードが表示されます。 
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○エントリータームの呼出／保存 

 WebSWMSYSに登録してあるエントリータイムを呼び出して、表示します。使用する記録を◎で選択後、「エントリータ

イム呼び出し」ボタンを押します。 

 この機能はエントリータイムを使用する場合は使用できません。（エントリータイムについては、入門編を参照してく

ださい） 

 ・エントリータイム  大会にエントリー済のタイムが対象になります。 

 ・長水路タイム  長水路に登録してあるエントリータイムが対象になります。 

 ・短水路タイム  短水路に登録してあるエントリータイムが対象になります。 

 

呼出しが完了すると、灰色でエントリータイムが表示されます。今回エントリーする種目に☑を入れると、タイム表示が

灰色から黒に変わり、エントリー完了となります。 

同時に、エントリータイムの修正／追加もできます。 

画面表示中に、保存したい使用記録（長水路／短水路）を◎で選択し、「エントリータイム保存」をクリックします。 
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２．３ リレーエントリー 

リレーのエントリーは、以下画面から行います。 

各種目の□にチェックを入れると、団体登録で登録した、チーム名、チーム名ｶﾅ、チーム名電光が表示されます。 

エントリータイムとクラスコード（必要に応じて）を入れて、確認後、画面下の「登録」ボタンを押してエントリーします。 

１種目のチーム数は、最初は４チームまでの入力欄が表示されます。最大 10チームまで登録できます。 

 

○エントリーするチーム数を増やす。（初期値は４チームです） 

 

ここからエントリーする最

大チーム数を選択してくだ

さい。最大チーム数は、大

会設定によります。 

今大会で実施する種目のみ表

示されます。 
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２．４ エントリー集計 

個人種目、リレー種目のエントリーが完了したら、集計を行います。 

集計画面から必要項目を入力して、「集計」ボタンを押します。 

 

エントリー責任者  必須 

他項目   「必須」とある項目は必須入力、その他は任意 

 

集計ボタンを押すと、集計結果画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

集計結果画面で、エントリー人数、金額等を確認し、提出資料を印刷し、主催者に提出します。 

尚、大会によっては用紙が不要な場合もありますので、開催要項をご確認ください。 

※ダウンロードするデータの拡張子は「.txt」です。EXCEL を開き、「データ」－「テキストファイル」（excel2007 の場合）

から文字列で読み込むと、文字が勝手に変換されず、正しく読み込むことができます。 

確認してください 

資料の印刷 
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・競技会申し込み（エントリー）一覧 

 

・競技会申し込み（エントリーTIME）一覧 

 

・競技会申し込み（リレー）一覧表 
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・競技会申込明細表 

捺印 
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３ 年度替わりの再登録処理と、翌年度事前登録 

 ３．１ 年度開始前の登録期間 

 年度開始前の登録期間は、毎年 3月 1日～３月３１日の間にすることができます。 

 登録できる内容は、以下の通りです。 

 ・年度登録 

 ・翌年度学種／学年登録 

尚、ここで登録した情報は、4月 2日の早朝に、自動的に今年度に反映されます。 

但し、新規登録については、今年度のみの登録となります。 

 

 ３．２ 団体登録 

 団体登録画面で、登録年度を翌年度を入れ、☑確認後、登録します。 

 
  

年度の始まりには、必ずこの団体年度登録を行ってください。 

団体登録を行わないと、競技者登録申請はできません。 
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３．３ 競技者登録 

３．３．１ 継続登録の競技者の年度更新 

 年度更新画面を表示すると、年度未登録者競技者一覧及び、年度登録済競技者一覧が表示されます。 

 更新しない競技者は、登録から削除するようにしてしてください。 

※3 月に翌年度登録を行った競技者で、翌年度になった時、その競技者の競技者登録申請が済んでいない場合に

はその競技者を削除する事ができません。競技者登録申請後に削除ができます。（登録費は発生しますので、翌年

度登録する競技者は、翌年度の大会にエントリーする必要のある競技者のみにしてください）  

 

更新する競技者の年度更新対象にチェックうを入れ、年度更新ボタンを押します。 

更新処理は 5分に 1回予約実行されます。 

 
 

 

待ち行列の表示 

処理が完了すると、更新済

になります。 

完了するまで、年度更新画

面は表示されません 



WebSWMSYS 操作説明書（登録団体編） 

 79 

 

上記で、年度登録が完了しました。 

今年度登録済競技者一覧に表示されている「未」は、競技者登録申請が完了していない競技者と、その種目です。 

「未」の状態がある場合には、登録状況確認画面から、競技者登録申請を行ってください。 
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３．３．２ 新規の登録又は年度異動者の登録 

新規登録者または異動登録者は、「１．４ 競技者登録（新規・転入）」画面で登録します。異動登録は「１．６ 競技者

異動登録」画面からも行うことができます。 

各画面の機能は、該当するぺージを参照ください。 

 

○「１．４ 競技者登録（新規・転入）」画面です 

 

○「１．６ 競技者異動登録」画面です。 
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３．４ 翌年度大会へのエントリー 

翌年度大会へのエントリーは、大会が開催される年度に競技者登録をする必要があります。翌年度の登録は 3 月 1

日より開始できます。この操作によって、エントリー画面に競技者が表示されます。 

簡単な手順は以下の通りです。                        

（１）翌年度年度更新実行・・・・・・・・・・・・・・・（手順１） 

（２）翌年度学種学年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（手順２） 

（３）個別に学種学年を確認・・・・・・・・・・・・・・（手順３） 

手順 1： 

翌年度の年度更新は、「１．９ 年度更新処理」からも実行できます。◎翌（XXXX 年度）を選択して、年度更新対象の

競技者を☑後、「年度更新実行」ボタンを押します。 

 

 

 

 

翌年度登録年度は画面からは確認できません。 

 

実行待ち状態 

実行完了状態 

※翌年度に正規登録すると、有償団体では翌年度

に登録費の支払い義務が発生しますので、登録に

は注意してください。（年度が変わった後には、競

技者登録申請を行わないと、削除はできません 
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手順２： 

学年一括更新を実行します。実行は３月のみ画面に表示される「翌年度更新実行」を押します。 

 

実行すると、翌年度の学種学年が画面に表示されているルールによって作成されます。ルール外については手順３

にて個別に対応してください。 
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手順３： 

「１．５ 競技者登録照会・変更・削除（一覧表示）」から「変更」を選択し、競技者変更画面を表示します。 

変更画面では、翌年度学種／学年が表示されます。ここから翌年度の学種と学年を登録してください。 

 

エントリー用登録者も同様です。但し、エントリー用登録は、下記の「□翌年度大会にエントリーする」に☑を入れてく

ださい。（競技会年度は変更できません。表示のみです） 

 

翌年度の学種／学年 

翌年度の学種／学年 

翌年度の年度登録 
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Ⅳ 困った時は 

１ ユーザー名とパスワードを忘れた。 

…ユーザー名またはパスワードを忘れた時には、各加盟団体へ連絡してください。加盟団体では、今までのユ

ーザー名とパスワードを教えてもらえるほか、初期化してくれます。 

 

２ 漢字氏名、性別、生年月日が同じ競技者が既に登録されているが、別人の場合。 

…基本的には登録できません。但し、本当に同姓同名同生年月日の競技者がいる場合には、以下の方法で登録

することができます。 

 ①氏名漢字、性別、生年月日のいづれかを変えて（誤った情報）、一度新規登録する。 

  登録時にメッセージが表示されますが、そのまま登録する（転入ではなく、新規として下にある「登録（競

技者番号発行）」ボタンを押す。 

 ②競技者の修正画面で、変えて登録した誤った情報を修正する。 

 この操作で登録することができます。非常に稀なケースですので、このように登録した場合には、加盟団体

への一報をお願いします。 

 

３ 月刊水泳が送付されてこない。または送付しなくてよい。 

…団体登録情報の、月刊水泳送付先の情報を確認してください。ここに登録されている情報で月刊水泳は発送

されます。 

…団体の年度登録はお済みですか？毎年年度登録を行わないと、月刊水泳が発送されない場合があります。 

…送付しなくていい場合には個別対応になり、システムからは処理できませんので、加盟団体へ連絡をお願い

します。 

 

４ エントリーしようとしても、表示されない競技者がいる。 

…大会によっては、学種でエントリーを制限しています。たとえばインターハイなどは高校生のみの大会です

ので、高校以外の学種の競技者は表示されません。 

 また、正規登録者のみを参加 OK としている大会もあります。 

 ご不明な点は、開催要項を見るか、主催者に問い合わせください。 

 

５ 過去に登録したことのある競技者なのに、新しい番号が発行されてしまう。 

…過去の情報と今回入力した情報（氏名漢字、性別、生年月日）が一致しない場合に起こります。特に氏名は

名字などが変わっていたり、漢字の種類（高、髙など）でも一致しません。 

 このような場合には、登録した競技者を削除後、わかる範囲で以下の情報と合わせ、加盟団体に問い合わせ

ください。 

 ・競技者番号 

 ・以前所属していた団体名または団体番号 

 ・㈶日本水泳連盟から発行されている ID カード 

 ・現在の漢字氏名、性別、生年月日 
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６ 競技者の登録ができない 

…団体年度登録を行わないと、競技者登録などの操作ができません。団体登録変更画面から、団体の年度登録

を行ってから、競技者登録を行ってください。 

 

７ エントリーができない。（競技者登録しているのに一覧表に表示されない） 

…エントリーには、競技者の年度登録に加え、競技者登録申請が必要です。これらの登録並びに申請を行って

からエントリーしてください。 

 

８ エントリーの際に、設定したいクラスコードが設定できない（選択ボックスに表示されない） 

…クラスコードは、年齢、生年月日、学種などで、設定できるクラスコードが決まります。詳しくは大会主催

者に問い合わせてください。 


