
イベント申込手順
（団体管理者向け）
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イベント参加申込の流れ

団体管理者は、以下の手順でイベント申込を行ってください。

1. システムにログイン 2. イベントページを表示

4. メンバーを選択

団体管理者によるイベント申込の流れ

お
申
込
完
了

3. ワンタイムPW送信

５. お支払い ６. 追加情報の入力

軟庭 太郎

軟庭 花子

軟庭 次郎

☑

☑

⚫ クレジットカード

⚫ コンビニエンスストア

どちらか選択

氏名 グループ 都道府県

軟庭 太郎 1 ○○県

軟庭 花子 1 ○○県
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１．システムにログイン

会員登録画面にログインします。 https://jsta.sportscom.jp/#/login

ログインできない場合

以下が完了しているか確認してください。

② ログインボタンを押す

① メールアドレス
とPWを入力

1) メールアドレスの申請を行います。
登録が完了すると、メールが届きます。

メールアドレス申請フォーム
https://forms.gle/LF5RtVF6NvN
E5gvv6

2) メールが届いたら、PWを設定します。
ログイン画面の以下より行います。

• 申請したメールアドレスを入力
• 生年月日は登録完了通知に記載
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２．イベントページを表示（1/3）「イベントの検索」

ログインができたら、キーワードなどで検索し、申込をするイベントを選択します。

第〇回〇〇〇大会

② 検索するボタンを押す

① 以下のキーワードを入力する



5

２．イベントページを表示（2/3）「検索結果の表示」

イベントの検索結果が表示されるので、一つ選択します。

このイベントを詳しく見る
を押す
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２．イベントページを表示（3/3）「イベント詳細の確認」

イベント詳細が表示されます。申込期間や要項等、確認してください。

⚫ 開催日程

20XX/XX/XX ～ 20XX/XX/XX

⚫ 申込期間

20XX/XX/XX ～ 20XX/XX/XX

⚫ 実施要項

お申込前に、必ず以下をご確認ください。

（リンク先など）
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一番下の「団体で代行申し込み」の中から、対象のお申込を選択します。

３．ワンタイムパスワード送信（1/5）「対象の申込を選択」

申し込むボタン
を押す

※以下、一例のため、本イベントの表示とは異なる可能性があります。
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管理団体が複数ある場合は、申し込む団体を選択します。

３．ワンタイムパスワード送信（2/5）「申込団体を選択」

1つしか管理団体が無い場合、
このページはスキップされます

管理団体が表示されない場合

⚫ 管理団体に団体が表示されない、

もしくは一部しか表示されない

⇒ログインしているアカウントに
管理者権限が付与されていません

⇒日本連盟で権限を付与しますので、
以下をご連絡ください

【宛先】system@jsta.or.jp
【内容】
団体管理者名、団体ID、団体名
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団体情報へのアクセスにあたり、ワンタイムパスワードを送信します。

３．ワンタイムパスワード送信（3/5）「ワンタイムパスワード送信」

送信を押す

メールが送信されます

「送信」ボタンを押しても
この画面は閉じないでください。
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メールを受信し、ワンタイムパスワードを確認します。

３．ワンタイムパスワード送信（4/5）「メールで受信」

ワンタイムが届かない原因と解決方法

⚫ 迷惑メールに振り分けられている、

⇒ご利用のパソコンのセキュリティソフトや
ネットワークにて、迷惑メールと判断される
場合があります

⚫ セキュリティソフトではじかれている

⇒以下を受信ドメインに追加してください
@mail.sportscom.jp

ワンタイムパスワード
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画面にワンタイムパスワードを入力します。

３．ワンタイムパスワード送信（5/5）「画面に入力」

① ここにワンタイムパスワードを入力

② 認証ボタンを押す
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４．メンバーを選択

お申込をする対象者を選択します。複数メンバーまとめてお申込ができます。

① 対象者を選択
（複数選択可）

② 選択して次へ
を押す
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お支払い内容の確認画面が表示されるので、確認して次に進みます。

５．お支払い（1/5）「内容の確認」

② 対象者が正しいか確認する

① 選択しているお支払内容を確認する

③ 問題なければ、確認して次へを押す

原則キャンセルは受け付けませんのでご注意ください
また、追加は可能なので、同じ手順でお申込ください



14

お支払い方法を選択します（クレジットカードもしくはコンビニエンスストア）。

５．お支払い（2/5）「お支払方法の選択」

① どちらか選択する

② お支払い手続き
に進むを押す

• クレジットカード

• コンビニエンスストア

即日反映されます。
お急ぎの場合は、こちらを選択ください

反映に最大5日程度かかる場合が
あります。支払期限が切れると、
自動でキャンセルされます

お支払い方法は2種類です

無料イベントの場合は、
お支払方法選択画面はスキップされます
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クレジットカード情報の入力、もしくは、お支払いするコンビニを選択します。

５．お支払い（3/5）「クレジット情報入力 / コンビニ選択」

クレジットカード払いの場合 コンビニ払いの場合

① クレジット情報を入力

② 押す

① いずれか選択する

② 押す
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内容確認後、お支払い手続きを完了します。コンビニは、別途お支払いが必要です。

５．お支払い（4/5）「お支払い手続き完了」

お支払内容確認画面 お支払い手続き完了

コンビニを選択した場合、
まだお支払いは完了していません

クレジットは、以上でお支払い完了です

押す
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コンビニの場合、メールに書かれた受付/確認番号で店頭支払い手続きを行ってください。

５．お支払い（5/5）「コンビニ支払い手続き」

お支払手続き完了メール コンビニ店頭の端末で入力し、支払い

受付/確認番号
をチェック

コンビニエンスストア 店頭端末

・ 受付番号
・ 確認番号

コンビニも、以上でお支払い完了です

メールが届かない場合、
迷惑メールBOXをご確認ください

迷惑メールBOXにも届いていない場合、
所属の加盟団体もしくは日本連盟に
お問合せください

入力してもヒットしない場合、
受付/確認番号が正しいかご確認ください
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団体管理画面にアクセスし、団体の参加イベント情報を開きます。

６．追加情報の入力（1/6）「団体管理画面へのアクセス①」

メニューから
「所属団体一覧」を開きます

ログイン後の画面
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団体管理画面にアクセスし、団体の参加イベント情報を開きます。

６．追加情報の入力（2/6）「団体管理画面へのアクセス②」

対象団体の選択

団体名を押す

イベントタブを開く

イベントタブを押す

お申込をしたイベントが表示
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追加情報ボタンを押し、入力画面を開きます。

６．追加情報の入力（3/6）「追加情報画面を開く」

追加情報ボタンを押す

追加情報を押す

追加情報画面を開く

押す
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追加情報設定画面を開きます。

６．追加情報の入力（4/6）「追加情報画面の表示」

参加者一覧 追加情報画面の表示

参加者一覧

会員追加情報設定
を押す

（入力内容は次のページに記載）
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追加情報を入力します。

６．追加情報の入力（5/6）「追加情報の入力」

1

1

2

2

〇〇県

〇〇県

〇〇県

〇〇県

⚫ チームグルーピング

ペアを組むメンバーは
同一番号を記載してください

⚫ 申込都道府県
申し込み都道府県を記載
してください

⚫ 備考欄
特記事項があれば記載
してください入力が完了したら、

確定を押す
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追加情報の入力が完了します。

６．追加情報の入力（6/6）「追加情報の入力完了」

以上で、全てのお申込みが完了します
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◼ 特記事項

７．特記事項、主催者情報

• 原則キャンセルは受け付けていませんので、お申込みの際はご注意ください。
• 申込期間内のメンバー追加は後からも可能です。手順を繰り返し行ってください。
• ６の追加情報は大会申込締切日までにご入力ください。
（それまでなら何回でも変更可能です）
やむを得ずそれ以降の変更が必要な場合は、主催者にお問い合わせください。
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