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山口県中学校体育連盟主催大会申込方法説明書

２０１１年度以降

PC を 利 用 □Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳエントリー

した手続き ①団体情報登録
②選手情報登録
③大会エントリー
・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄにｱｸｾｽできるﾊﾟｿｺﾝ利用
・①は初回のみ ②は適宜 ③は毎回

申込時の □Web-Swmsysの印刷帳票 ３種類

提出物 申し込み（ｴﾝﾄﾘｰ TIME）一覧
申し込み（リレー）一覧 ※ リレー種目出場校のみ
大会申込明細表 ※ 公印等の押印

Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳとは (財)日本水泳連盟が、競技者情報の管理を行うために開発

（ウェブ・スミス） したシステム。Ｗｅｂサイトにアクセスして利用する。

①団体情報の登録 ②競技者情報の登録 ③大会エントリー

Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳ使用 ○情報を１回入力すれば、それを利用して、たやすく大会

の利点 エントリーができること

年度はじめに団体情報、選手情報を登録すれば

春季県体、選手権、秋季県体の申込みが容易にできる

選手情報は年度更新できるので新年度に情報の再入力が不要

○中体連専門部が選手情報を一括して管理できること

○中国・全国などの上位大会へのエントリーが容易かつ

正確にできること

2010年度以降の上位大会はＷｅｂ－ＳＷＭＳＹＳエントリーに

完全に移行された

Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳ使用 ●操作についての詳細な説明が必要であること

上の問題点 (一財)山口県水泳連盟主催の登録申込講習会を開催している

Ｗｅｂページに説明書を掲載する予定

●入力(申し込み)側でのミスが、番組編成時に見つけにく

いこと

(一財)山口県水泳連盟主催大会では平成 20年度から

Web-SWMSYSを利用して登録・大会申込を行っている。

大会申込の入力ミスが全体の 1％(１試合 4～ 7件程度)ある。

選手の不利益にならないように番組編成時にチェックしている。

印刷帳票の提出を求め、併用することで、チェック機能を高め

る。また、あらかじめスタートリストを公開するなど、複数の

手段を講じていきたい。

Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳ使用 全般 中体連水泳専門委員長 鈴木邦幸(平川中)

に関する問い合わせ先 090-4231-7281
申込業務 県水連情報システム委員長 品川典之(大内中)

090-1354-5055
登録業務 同 副委員長 山﨑啓道(岩国工業高)

県高体連水泳専門部長 090-8360-3344

Web-SWMSYSを使っての

□団体・選手登録方法

□大会エントリー方法

□提出印刷帳票

は、これまでと同じです。
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山口県中学校体育連盟主催競技大会

２０１９年度の大会申込方法について

申込に必要なもの

○ Web-SWMSYS エントリー ＰＣを使った情報入力

Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳから出力した帳票３種類の提出

① 競技会申し込み（ｴﾝﾄﾘｰTIME）一覧

② 競技会申し込み（リレー）一覧 （リレー出場チームのみ）

③ 競技会申込明細表 (校長職印、申込者印が必要)

作業の流れ （概要）

□ Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳにアクセスする*1
□ 団体(学校)、個人(生徒)情報を登録する ［年度当初］ ＰＣを使った作業

□ 大会を選択する *1 Internet Explorer
□ エントリー情報(選手名、種目、ﾀｲﾑ)を入力する （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ）

□ 帳票(ｴﾝﾄﾘｰ TIME／リレー／明細表)*2を印刷する を利用すること

印刷内容を確認（担当教員→選手→校長）する 事務的な作業

競技会申込明細表に所属長(校長)職印、申込者印を押印する *2 P13～ 14参照
３種類の印刷帳票*2（リレーに出場しない学校は２種類）を提出する

情報公開

*3 WebPage公開後の
WebPageにスタートリストを公開 *3 変更は不可

山口県中学校体育連盟 (一財)山口県水泳連盟

問い合わせ先

大会に関すること 中体連水泳専門委員長 090-4231-7281 (083-924-7700)
(全般の問い合わせ) 鈴木邦幸(平川中) suzuki.kuniyuki@yamaguchi-ygc.ed.jp
申込方法に関すること 県水連情報システム委員長 090-1354-5055

品川典之(大内中) shina5055@softbank.ne.jp
選手登録に関すること 同副委員長・高体連専門部長 090-8360-3344

山﨑啓道(岩国工業高校長) youngbow2011@gmail.com
日水連関係 (一財)山口県水泳連盟事務局 083-932-2110
ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ関係 事務局 友定・伊賀 ymgswim@mocha.ocn.ne.jp
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１ Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳサイトへのアクセス方法
（一財）山口県水泳連盟Ｗｅｂページ にアクセスする

ＵＲＬ http://yamaguchi.swim.or.jp/ 山口県水泳連盟 検索

Ｈ２８年に山口 県 水 泳 連 盟 のホ ー ム ペ ー ジ が リニ ュ ー ア ル さ れま し た 。

Web SWMSYS URL https://www.japan-swimming.jp

ユーザーＩＤ 東部 ３５Ａ？？ 西部 ３５Ｂ？？ ？？部分は学校登録番号

(Ｐ１８参照)

日本水泳連盟有償登録団体 ３５＊＊＊ 2018年度は桑山中のみ
パスワード 中体連専門部から配付される資料参照 変更が可能です(Ｐ１６参照）

氏名 連絡先 正しいデータを入力してください（操作者情報が登録されます）

※ 学校のＰＣからのログインができない場合は別の接続環境で試してください

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗを使用してログインしてください。

※ どうしてもログインができないときは担当者にご連絡ください(090-1354-5055)
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年度当初に行う作業

２ 団体や個人の情報の登録

年度当初に行う作業団体情報・競技者登録をする場合は 競技者登録 をクリックする。

大会申込の業務 大会ｴﾝﾄﾘｰを行うときには 大会・記録 をクリックする。

最初に 競技者登録 をクリックして、団体情報登録・競技者情報登録をします。

競技者登録用ユーザー名 初期値「user」(半角) Ｐ１８参照 変更可能

競技者登録用パスワード 初期値「1111」(半角) Ｐ１８参照 変更可能

パスワードは変更することができます（Ｐ１６参照）
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以下の画面から 年度更新（団体登録 競技者登録 登録確定） などができます

作業の手順

①団体情報登録 【必須】

②-1 競技者登録（１年生、転入者）

②-2 〃 （２，３年生）

③ 年度更新処理 2018→ 2019年度へ
④ 学年一括更新 校種・学年の再設定

⑤ 登録状況確認 印刷帳票で正しく登録

されていることを確認

年度当初にやること

(1)団体情報登録
年度のはじめに必ず更新をする必要があります。

校長名のみ人事異動情報で更新済みです。その他の情報は変更してください。

登録団体名称の末尾に●や◇をつけてあります。必ず消去して登録してください。

全て入力後、下にある 登録 をクリックする
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年度当初にやること

(2)競技者情報登録・変更

① 新1年生や転入者などの新部員を登録する
新たに競技者登録（新１年生等）をするときは、競技者登録（新規・転入）をｸﾘｯｸ

競技者の情報を１名ずつ入力します。登録を押すと、すぐに登録番号が発行されます。

入力情報を間違えた場合は、競技者登録照会・変更・削除 を利用して修正します。

環境依存文字など一部の漢字は使用できません*a。
（競技者個人登録（新規）で再登録をすると、１人に対して複数の番号が付与されてしまいます）

・スイミングスクールに登録している者や転入生を登録するとき

『この競技者はすでに登録済みです』などのメッセージが表示されます。

情報に間違いなければ「表示されている内容で、当団体に登録します」をクリック。

スイミングスクールに所属している選手を登録する際、上記のメッセージが表示され

ない場合は、漢字や生年月日などの情報に間違いがある可能性があります。

＊ａ）使用できない文字について

環境依存文字（一部のＯＳやﾊﾟｿｺﾝの機種でしか表示できない文字）や外字（自分で作

った文字）は選手登録には使用できません。保護者と相談の上、代替の漢字を使うか、

ひらがなカタカナを使用してください。（例 上の部分が土の「吉」など）
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もし、１人の選手に複数の登録番号を発行してしまった場合はすみやかに下記に連絡

してください。管理者の方で削除します。（日水連のランキング等に影響があるため）

品川典之(大内中学校 ) 携帯 090-1354-5055 shina5055@softbank.ne.jp

山﨑啓道(岩国工業高校長) 携帯 090-8360-3344 youngbow2011@gmail.com

② ２，３年生の部員の登録を更新する場合

２、３年生の年度更新をするときには競技者登録照会・変更・削除 をｸﾘｯｸ

・卒業した３年生（新高１）の氏名はすでに削除してあります。

競技者登録照会・変更・削除 画面

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⑥ 下にある登録 をクリック。

⑦ 画面上で変更を反映させるためには、再度 表示 をクリック。 → 全員行う
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年度当初にやること

(3)年度更新処理
選手を新年度に登録するための処理です。すでに新しい学年に更新されていること

もありますが、念のために処理をしてください。

年度当初にやること

(4)学年一括更新
選手の校種と学年を更新します

登録更新時に正しく表示されて

いれば特に必要ありません。

年度当初にやること

(5)登録状況確認
申請 を押すと、登録状況が印刷

できます。

以下の表示に従って、クリックをして

ください。最後に申請状況が印刷され

ます。
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登録状況確認

印刷した帳票は、提出する必要はありません。

各担当で保管をしておいてください。
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大会申込の業務

３ 大会への申込み
会員ページで 大会・記録 をクリック

エントリー報告をクリックして

「加盟団体の大会」から 申し込む大会のエントリー、リレーを クリックする

各ボタンの機能 エントリー 個人種目の申し込み

リレー リレー種目の申し込み

集 計 エントリー情報の集計と帳票の出力

エントリー（個人種目の申し込み）

タイム入力のきまり

① 選手ごとにｴﾝﾄﾘｰをクリックする 30秒23→ ３０．２３

② 出場種目にレをつけエントリータイムを入力する 1分6秒34→ １:０６．３４

③ 登録ボタンを押すと 即登録される （１０６．３４でも入力可）

※ リレーのみのエントリー者はリレー欄にレ

↑エントリーのない選手はリレー種目に出場できません。 ※訂正するときには、再度登録する
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リレー（リレー種目の申し込み）

① 種目をクリック選択する タイム入力のきまり

② エントリータイムを入力する 2分6秒34→ ２：０６．３４

③ 登録ボタンを押すと ただちに登録される (２０６．３４でも入力可）

訂正するときには再度登録する

※ リレーは複数チームエントリーできるように設定してある場合がが、

中体連主催の大会では１学校・１種目あたり１チーム

集計（ｴﾝﾄﾘｰ情報の入力と出力帳票の印刷）

① ｴﾝﾄﾘｰ責任者名、②校長名・監督・競技役員・引率者情報等、③参加者数、ﾒｰﾙ配信

先を入力した後に ④ 集計 をｸﾘｯｸする
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情報入力についての留意点

①エントリー責任者 校長ではなく実際にＷｅｂＳＷＭＳＹＳを操作した者

②監督資格 校長・教員・部活動指導員・依頼監督 から選択

監督者氏名 監督は会場に常にいること 依頼監督は校名も記入

第１日競技役員 必須 選手が出場する場合、１名以上の競技役員が必要

第２日競技役員 必須 保護者が役員をする場合氏名の後に（保）と記載

引率者資格 校長・教員・部活動指導員・外部指導者 から選択

ﾘﾚｰに出場する場合は校長・教員・部活動指導員に限る

引率者氏名 会場に常にいること

引率者緊急連絡先 大会前や大会中に連絡がつく携帯等

③大会参加料 参加者数を入力 １名 500円 ﾘﾚｰのみの参加者も必要

メール配信先 連絡事項等を送信できるメールアドレス

監督・引率者 中体連の大会に申し込む際には監督と引率者が必要です

監督 引率者

業務内容 ・選手の掌握、指導 ・引率上の責任者（公共の交通

・個人種目の棄権、リレー種目の 機関の利用を推奨）

棄権・変更の届出責任者 ・大会運営への協力（帯同役員）

・失格処分への質問・抗議 ・大会当日の出場校への大会結

・アリーナ内での選手への指導 果と帰校の報告

・大会当日の出場校への大会結果

人員 と帰校の報告 ・抗議・質問はできない

・大会運営への協力（帯同役員）

出場校の ○ できる ○ できる

校長・教員 ただし他校選手の引率は不可

○ 手続をすればできる × できない

他出場校の ・他出場校の監督(校長、教員)

監督依頼された ・出場校の校長が、事前に監督依 ・他校選手の引率は不可

校長・教員 頼手続をすること(P16参照)
・監督依頼は大会毎に行うこと

部活動指導員 ○ できる ○ できる

【新設】 ・監督できるのは出場校のみ ・他校選手の引率は不可

× できない △ できる場合がある

・他校選手の引率は不可

外部指導者 ・監督者がいないと出場は不可 ・個人種目出場選手の引率のみ

・外部指導者が引率する場合は

ｽｲﾐﾝｸﾞｺｰﾁ 他出場校への監督依頼が必要

保護者等 ・リレー種目出場選手の引率は

不可＝リレー出場不可
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部活動指導員とは

・2018年度から新設された制度
・監督や引率ができる

・学校教育法施行規則 第七十八条の二 に規定された者

・学校関係者（職員）としての位置づけが必要

学校教育法施行規則 第七十八条の二

部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科(新設)学等に関する教育

活動（中学校の教育課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従

事する。

・プールサイドでのコーチングができる

外部指導者とは

・中体連に登録した者 監督はできない 引率はできる場合(個人種目のみ)がある

・学校関係者（職員）としての位置づけは不要

・従来からある制度で、中体連担当が中学校でまとめて登録している

・スイミングクラブのコーチや保護者を登録することが多い

・プールサイドでのコーチングができる

大会申込の業務

４ 出力帳票の印刷

① 競技会申し込み（ｴﾝﾄﾘｰTIME）一覧 【提出書類】 全ての出場学校
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② 競技会申し込み（リレー）一覧 【提出書類】 リレー出場学校のみ

※ 出力した帳票の記載情報（種目・距離・ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ等）は選手本人、水泳担当者、校長、

の三者で必ず確認した上で提出してください。

背泳ぎ、平泳ぎのエントリーミスが特に多い状況です。

特に臨時部の場合、生徒・保護者・ＳＣコーチ等に確認をとってください。

③ 競技会申込明細表 【提出書類】 校長印 公印 と ｴﾝﾄﾘｰ担当者 印 が必要
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大会申込の業務

５ 出力した帳票の提出
（１）提出先・期限等

提出帳票 ① 競技会申し込み（ｴﾝﾄﾘｰTIME）一覧

② 競技会申し込み（リレー）一覧 リレー出場学校のみ

③ 競技会申込明細表

※ 監督依頼関係書類 関係校のみ *b

提出先 〒７５３－０８５１ 山口市黒川１２３１－１

山口市立平川中学校 鈴木邦幸（宛）

083-924-7700 (090-4231-7281) suzuki.kuniyuki@yamaguchi-ygc.ed.jp

提出期限 春季県体 ５月１５日（水） 4/17からエントリー可能
選手権 ６月２５日（火） 5/28からエントリー可能
秋季県体 ７月２９日（月） 7/1 からエントリー可能

※ 提出期限日の正午までに、出力帳票・WebSWMSYS の両方が届くこと

（２）提出後の情報公開

スタートリストのWebPage＊への公開（申込期限の１週間後を目処）

＊(一財)山口県水泳連盟 HP 山口県中学校体育連盟 HP

・エントリー情報はスイミングスクールの指導者にも確認を依頼します

・スタートリストの公開後は一切の修正はできません

・提出前の「帳票の記載事項の確認」を確実にお願いします

（特に、種目・距離、エントリータイムなど 生徒にも確認させること）

大会申込の業務

６ 監督依頼等の手続き
山口県内の中体連主催大会では、他出場校の監督者に監督依頼をすることができます。

監督依頼手続きには、時間がかかるので、早めに事務手続きに着手することが必要です。

様式は

→山口県中学校体育連盟 HP https://yamaguchi-chutairen.com/
→トップページ

→様式集

→３ 監督依頼書(様式１～３)

からダウンロードしてください。

一太郎形式です。
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７ パスワードの変更

Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳのセキュリティー機能を高めるために

Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳへのログインパスワードや会員情報のＩＤ、パスワードを変更する

ことができます。（Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳのユーザーＩＤは変更できません）

トップページ → 会員情報 を開いて

ログイン用のパスワードと競技者登録用のＩＤやパスワードのの変更はひとつずつ行って

ください。両方一度にはできません。

パスワードが不明なときには、大内中学校：品川（090-1354-5055）に連絡してください。
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