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簡単ガイド ‐ 【チーム】継続登録手続き  

 

 ●2019 年度より新システムに移行します。新システムでの登録手続きを行ってください。 

 

＜注意点＞ 

●チーム責任者には新たにメンバーID が自動発行されています。ログイン時にはメンバーID またはログインユーザー名が必

要になりますが、初回ログイン時にはログインユーザー名『T+旧システムのチーム責任者 ID』と旧システムのパスワードでロ

グインしてください。 

  （例：責任者 ID が「4501234561」の場合、「T4501234561」がログインユーザー名になっています。） 

 

●チームにコーチ、審判の登録が必須になりました。 

 

●U18 および一般カテゴリーでは競技者のメールアドレスが必須になりました。 

 

1. 事前準備 

 

 

・チームに登録するコーチ、帯同審判のメンバーID の確認 

 ＊コーチ、審判とも 1 名以上の登録が必須です。 

 ＊現在ライセンスを持っていないコーチ、審判を登録することも可能ですが、大会参加時には各大会で定められたライセンスの 

コーチ、審判が必要になります。 

 ＊ライセンスを持っていないコーチ、審判を登録する場合、事前にメンバーID を取得する必要があります。（ID 取得は無料） 

・U12・U15 カテゴリーで競技者一括登録を行う場合：競技者（保護者）の委任状の取得と登録情報の確認 

・複数メンバーID をお持ちの方（男女のチーム責任者を兼任している場合や審判・コーチで既にメンバーID をお持ちの 

場合）はメンバーID 統合  

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ) 

 

 
※U18、一般カテゴリーの競技者のみ 

・メンバーID、パスワードの確認 

 

2. チーム・競技者の登録手続き 

 

 U12、U15  ▶ P2 参照 

U18、一般  ▶ P3 参照  

資料 3-1 
暫定版 
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U12、U15 の場合 

 

■Team JBA にアクセスしログインします。  URL:https://teamjba.jp/ 

  

 

  

Step1 

チームの情報確認 

 ① サイドメニューの「マイチーム」＞「マイチーム詳細」をクリック 

② プルダウンメニューでチームを「選択」ボタンで選択し、「継続加入」をクリック 

③ カテゴリー、チーム区分を確認 

④ 「所属市区町村／エリア」を選択 

⑤ 連絡先を確認、変更があれば修正し、「登録」をクリック 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ)   

 

Step2 

責任者・コーチ・審判・チ

ームスタッフの情報確認 

 ① 「チームメンバー詳細」をクリック 

② 責任者・コーチ・審判・チームスタッフの情報を確認・更新 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ)  

 

Step3 

競技者を登録  

一括／個別 

※必要があれば追加 

 

 【昨年度からの継続競技者】 

初期表示でセットされているため、在籍を確認。チームから外れていれば解除。 

【新規競技者を一括で追加する場合】 

① 「チームメンバー詳細」ボタンをクリック 

② 「競技者一括登録」ボタンをクリック 

③ 「ダウンロード」ボタンから CSV 形式のフォーマットを取得し、競技者を入力 

④  「参照」ボタンから CSV ファイルを選択し「アップロード」ボタンをクリック 

⑤  CSV で取り込んだ競技者を確認し「登録」ボタンをクリック 

【新規競技者を個別で追加する場合】 

① 「チームメンバー詳細」ボタンをクリック 

② 競技者の「メンバー追加」ボタンをクリック 

③ メンバーID、カナ氏名を入力し、○をクリック 

④ 情報入力後、「登録」ボタンをクリック 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ) 

 

Step4 

加盟料・登録料 

一括支払い 

 ・システム利用料として 268 円（税込）が発生します。 

・お支払い方法：クレジットカード、コンビニ、ゆうちょ（Pay-easy） 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ) 
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U18、一般の場合 

 

■Team JBA にアクセスしログインします。  URL:https://teamjba.jp/ 

                     

 

    

Step1 

チームの情報確認 

① 利用規約を確認し、チェック 

② サイドメニューの「マイチーム」＞ 

「マイチーム詳細」をクリック 

③ プルダウンメニューでチームを「選択」ボタンで選択

し、「継続加入」をクリック 

④ カテゴリー、チーム区分を確認 

⑤ 「所属市区町村／エリア」を選択 

⑥ 連絡先を確認、変更があれば修正し、「登録」を 

クリック 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ) 

 Step1 

メールアドレス入力 

※メールアドレスを登録し

ていない場合 

 

① ログインするとメール疎通確認画面が 

表示されます 

② メールアドレスを入力し「送信」ボタンを 

クリック 

 

 

 

 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ) 

 

Step2 

責任者・コーチ 

審判の情報確認 

① 「チームメンバー詳細」をクリック 

② 責任者・コーチ・審判・チームスタッフの情報を 

確認・更新 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ) 

 Step2 

チームへ加入申請 

【チームへ継続加入申請の場合】 

①サイドメニューの「プロフィール」＞「プロフィ

ール詳細」をクリック 

②「編集」ボタンをクリックし、プロフィールを最

新化 

③「継続加入」ボタンをクリック 

内容を確認し、変更点があれば修正 

④「登録」ボタンをクリック 

【チームへ新規加入申請の場合】  

※事前にチーム ID が必要です 

①トップ画面から競技者をクリック 

②加入情報入力画面でチーム IDを入力、

加入情報を入力して登録 

③チーム責任者による加入承認を待つ 

 

Step3 

競技者を個別に 

登録 

※必要があれば追加 

① 「チームメンバー詳細」ボタンをクリック 

② 競技者の「メンバー追加」ボタンをクリック 

③ メンバーID、カナ氏名を入力し、○をクリック 

④ 情報入力後、「登録」ボタンをクリック 

⑤ チームへの加入申請を承認 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ) 

  

 

Step4 

加盟料・登録料 

一括支払い 

Step4 

加盟料のみ支払（個別支払） 

 

 Step3 

継続加入申請 

※チーム責任者によるチ

ーム加盟料の支払完了

後に支払が可能になりま

す 

 

① サイドメニューの「プロフィール」＞ 

「プロフィール詳細」をクリック 

② プロフィール詳細画面にて「継続加入」ボタン

をクリック 

③ 内容を変更・確認し「登録」ボタンをクリック 

 

 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ) 

・システム利用料として 268 円（税込）が発生します 

・お支払い方法：クレジットカード、コンビニ、ゆうちょ（Pay-easy） 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ) 
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 Step4 

登録料支払い 

 

・システム利用料として 268 円（税込）が

発生します 

・お支払い方法：クレジットカード、 

コンビニ、ゆうちょ（Pay-easy） 

▶詳しく見る(新システム移行マニュアル●P へ) 

 

 

3. 補足 

 

●データ移行について 

 ・前年度の登録情報を利用した手続きが可能です。 

 ・卒業予定年齢（小 6・中 3・高 3・大 4）の競技者については、誤って登録しないように継続対象から外れています。 

 継続登録が必要な場合は新規加入選手と同様の流れで登録を行ってください。 

 ・審判、コーチの情報については、旧システムでメンバーID が登録されていたメンバーのみデータ移行されています。 

 

●チーム ID の変更について 

 ・チーム ID が変更になっています。旧システムのチーム ID の先頭に“T”が付与されています。 

  （例）旧システムのチーム ID：450123456 →新システムのチーム ID：T450123456 

 

●新規加入選手の登録について 

 ・新規加入選手の登録にあたっては、メンバーID、パスワードが不明の場合でも登録が可能です。（カナ氏名、生年月日で一

致する競技者を候補者として表示します。） 

 

●所属先団体による承認について 

 ・チーム登録・競技者登録時に所属先団体による承認が必要な場合があります。 

 （承認の有無は都道府県、カテゴリー別に設定されています。） 

 

●地区区分について 

・都道府県、カテゴリー別に、「地区（所属市区町村／エリア）区分」が設定されています。選択する区分がわからない場合は

所属都道府県の担当者にご確認ください。 

 

●領収書の日付について 

 ・チーム加盟料・競技者登録料の領収書の発行日はお支払い当日になります。学校や企業等の都合で４月以降の日付の領

収書が必要な場合は、４月１日以降にお支払いください。 

 

●U12 の 9 歳（小 3）以下の競技者登録料について 

 ・10 歳（小 4）以上と 9 歳（小 3）以下の競技者登録料は異なる場合（9 歳以下無料となっている場合等）があります。

（都道府県によって異なります。） 

 



【チーム責任者】継続登録手続き Team JBAにアクセスしログインします



【チーム責任者】継続登録手続き Team JBAにアクセスしログインします

『T』チーム責任者ID＋パスワードでログイン



【チーム責任者】継続登録手続き

利用規約を確認し、チェック

Team JBAにアクセスしログインします



【チーム責任者】継続登録手続き

TOP画面へ遷移

Team JBAにアクセスしログインします



【チーム責任者】継続登録手続き プロフィールを更新します

「編集」ボタンをクリック
サイドメニューの

「プロフィール」＞「プロフィール詳細」をクリック



【チーム責任者】継続登録手続き プロフィールを更新します

必須項目を更新



【チーム責任者】継続登録手続き プロフィールを更新します

最下部の「更新」ボタンをクリック



Step1
チームの情報確認【チーム責任者】継続登録手続き

サイドメニューの
「マイチーム」＞「マイチーム詳細」をクリック チームを選択



Step1
チームの情報確認【チーム責任者】継続登録手続き

地区を選ぶ



Step1
チームの情報確認【チーム責任者】継続登録手続き

連絡先を確認、変更があれば修正



【チーム責任者】継続登録手続き Step1
チームの情報確認

「登録」ボタンをクリック

「確認しました」をチェック



【チーム責任者】継続登録手続き Step2
責任者・コーチ・審判・チームスタッフの情報確認

「チームメンバー詳細」をクリック



【チーム責任者】継続登録手続き Step2
責任者・コーチ・審判・チームスタッフの情報確認

チームメンバー詳細に遷移

責任者・コーチ・審判・チームスタッフを追加・変更します。

昨年度の競技者が記載されています。



【チーム責任者】継続登録手続き Step2
責任者・コーチ・審判・チームスタッフの情報確認

「メンバー追加」ボタンをクリック
帯同審判を追加



【チーム責任者】継続登録手続き Step2
責任者・コーチ・審判・チームスタッフの情報確認

メンバー情報を追加し、「選択」ボタンクリック



【チーム責任者】継続登録手続き Step2
責任者・コーチ・審判・チームスタッフの情報確認

「登録」ボタンクリック



【チーム責任者】継続登録手続き Step2
責任者・コーチ・審判・チームスタッフの情報確認



【チーム責任者】継続登録手続き Step3
競技者を登録 (昨年度から継続)

昨年度登録があれば昨年度の競技者が記載されています。
競技者がいなくなっていた場合は解除ボタンで削除可能です。

競技者の追加登録がなければ、
Step4「加盟料・登録料 一括支払い」に進みます。



【チーム責任者】継続登録手続き
U１２、U１５チームのみ

Step3
競技者を登録 (一括)

「競技者一括登録」ボタンをクリック



Step3
競技者を登録 (一括)

「ダウンロード」ボタンからCSV形式のフォーマットを取得

【チーム責任者】継続登録手続き
U１２、U１５チームのみ



CSVファイルに登録メンバーを追加し、保存

「参照」ボタンからCSVファイルを選択し「アップロード」ボタンをクリック

Step3
競技者を登録 (一括)

メンバIDを持っている場合は
メンバID、セイ、メイのみの入力でOK

【チーム責任者】継続登録手続き
U１２、U１５チームのみ



Step3
競技者を登録 (一括)

CSVで取り込んだ競技者を確認し「登録」ボタンをクリック

【チーム責任者】継続登録手続き
U１２、U１５チームのみ



Step3
競技者を登録 (一括)【チーム責任者】継続登録手続き

U１２、U１５チームのみ



Step3
競技者を登録 (個別)【チーム責任者】継続登録手続き

競技者の「メンバー追加」ボタンをクリック



Step3
競技者を登録 (個別)【チーム責任者】継続登録手続き

メンバーID、カナ氏名を入力し、「選択」

必須項目を入力



Step3
競技者を登録 (個別)【チーム責任者】継続登録手続き

「登録」ボタンをクリック



Step3
競技者を登録 (チームへの加入申請承認)【チーム責任者】継続登録手続き

U18、一般チームのみ

マイチームへ加入申請がされると
申請件数が表示される



Step3
競技者を登録 (チームへの加入申請承認)【チーム責任者】継続登録手続き

U18、一般チームのみ

マイチーム詳細＞チーム
＞選択＞チームメンバ詳細
で加入申請内容を確認



Step3
競技者を登録 (チームへの加入申請承認)【チーム責任者】継続登録手続き

U18、一般チームのみ

チームメンバ詳細の競技者で承認をクリック
心当たりがなければ却下



Step3
競技者を登録 (チームへの加入申請承認)【チーム責任者】継続登録手続き

U18、一般チームのみ

承認後はチーム所属状況が配下選手となる
個別払いの場合は競技者本人の支払が完了するまで

団体所属は未所属となる



Step4
加盟料・登録料 一括支払い【チーム責任者】継続登録手続き

「お支払いへ」をクリック



Step4
加盟料・登録料 一括支払い【チーム責任者】継続登録手続き



Step4
加盟料・登録料 一括支払い【チーム責任者】継続登録手続き

所属団体で所属承認作業がある場合は
承認後のメールから、登録料のお支払いをお願いします。


