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Athletics GamesAthletics Games
Web Entry SystemWeb Entry System

このシステムは大阪陸上競技協会「大会申し込み」を行う為のものです。

いままでのようにメール送信などの必要はありません

WEB を利用して行いますので

スマートフォン・PAD・PC などで大会申し込みができます

時間や場所を気にせずに大会申し込みができます。

申し込み完了後、メールで完了メールを配信します

メール送信は自動で行いますので
メールが届かない場合は申込が完了しておりません

手順に従って再度ご確認下さい。
個人種目などの入力が完了しておりましても

総括申込を完成送信されませんと手続きは完了しておりません。

陸上競技大会WEB申込

大阪陸上競技協会
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WEB 申し込みについて

１．競技会申込サイトへのログオン方法 ｐ１

２．競技会申込サイトで行える業務 ｐ３

３．所属情報管理 ｐ４

４．ＩＤ・パスワードの管理 ｐ５

５．競技者登録管理 ｐ６

５－１．競技者登録内容の変更 ｐ６

５－２．新規競技者登録 ｐ７

６．大会申込 ｐ９

６－１．個人種目の登録 ｐ９

６－２．リレー種目の登録 ｐ１１

６－３．個人種目ＣＳＶファイル取り込み ｐ１３

７．総括申込 ｐ１５
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１．競技会申込サイトへのログオン方法

大阪陸協ホームページにアクセス(http://www.oaaa.jp/index.html)

↑ 上記「競技者の皆様への大会申込み」をクリック

←左記「WEB 大会申込み」をクリック

「WEB 大会申込」をクリックすると
下記画面が表示されますのでパスワードを入力
して下さい。
（パスワードは別途お知らせします。）
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↑ 上記画面はパスワード成功の際に表示 ↑ 上記画面はパスワードエラーの際に表示

←「大会申込ページへ」
をクリックして下さい

大会申込に移動

１．ユーザー名には
ログオン ID を入力

２．パスワードには
パスワードを入力

※ユーザー ID・パスワードは
所属団体毎にお知らせします

(個人登録の場合も同じように
入力して下さい）

注意
陸協のページからリンクをして競技会申込ページに移動するようにしてありますので
直接 URL を指定してもこのページに移動することはできません。
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２．競技会申込サイトで行える業務

１．所属情報の管理
２．ＩＤ・パスワードの管理
３．競技者登録管理
４．大会申込

← 初期画面は
大会申込のページ
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３．所属情報管理

↑ 上記「所属情報」をクリック

← 作業開始ボタンを
クリック

左記すべての項目を確認して
更新ボタンを押して下さい。

更新後は元の大会選択画面に
なります

電話番号は必ず－（ハイフン）
を入力して下さい
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４．ＩＤ・パスワードの管理

↑ 上記「ＩＤ・ＰＡＳＳ管理」をクリック

ID と
PASS に分ける

ＩＤ・パスワードの変更は半角英数文字で６文字以上１６文字以内で入力

１．ＩＤの変更を行う場合は違うＩＤを入力
同じＩＤの場合も同じＩＤを入力 （必ず ID を入力して下さい。）

２．パスワードの変更は再入力も必ず行って下さい

変更後は陸協に問い合わせしてもお答えできません
大阪陸協からの再ＩＤ・再パスワードの発行に時間がかかりますので
よろしくお願いいたします。
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５．競技者登録管理

↑ 上記「競技者登録」をクリック

新規の場合は新規ボタンを
クリックして下さい。

５－１．競技者登録内容の変更

← 競技者登録の内容を変更する場合は選択ボタン
を

・登録内容の変更を確定する場合は
変更ボタンを

・変更せずに終了する場合は
終了ボタンを

・削除する場合は
削除ボタンを

それぞれクリックして下さい
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５－２．新規競技者登録

・新規登録の場合は新規ボタンをクリックして下さい。

・新規登録は名前・生年月日を
入力して検索ボタンで過去の
登録データを検索します。

・姓名の入力
・生年月日の入力

生
年月日は 西暦 ４桁

月 ２桁
日 ２桁

（００００／００／００）で入力後

検索ボタンをクリックして下さい。

・過去の登録データがあれば該当者を選択して下さい。

・過去の登録データの修正をして

追加ボタンをクリックして確定
して下さい。

・特に旧ナンバーが入っています
ので必ず修正して確定して下さい
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・表示されない場合は開始ボタンをクリック

・過去の登録データがない場合
左図のような画面になります。
開始ボタンをクリックして下さい。

・先ほど入力した氏名・生年月日が入力されて
下図のような画面になります。

・フリガナ・性別・ナンバーを
入力のうえ追加ボタンを
クリックして下さい。

・陸連個人登録の ID が必要です。
・陸連登録時に必ず ID を控えておい

て下さい。
・わからない場合はこのＷＥＢ申し

込みシステムでは登録追加できま
せん。

・新規競技者が追加された競技者登録画面に戻ります。

・終了ボタンをクリックして
大会申込選択画面に戻ります
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６．大会申込

↑ 上記「大会申込」をクリック

・左記画面の申し込み大会選択
と書いてある下の大会ごと
の選択ボタンを選んで下さ
い。

・大会名・所属名の記載された画面が出てきます

・左記画面の右側の新規のボタン
をクリックして下さい

・左記画面の右側のＣＳＶ呼込の
ボタンをクリックするとＣＳＶフ
ァイルの呼び込みができます。

・多人数の場合種目登録が簡単に
できます（Ｐ１３以降を参考）
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・所属する競技者の一覧表示されます
選択ボタンをクリックして競技者の確定をして下さい。

・たくさんの競技者がいる
場合は下の帯の数字をク
リックするとページが変
わります。

・中止の場合は中止ボタン
をクリックして下さい

・種目入力・記録・大会名・大会期日などを入力して下さい。
風が必要な種目については風の情報も入力して下さい

・種目はドロップダ
ウンで今大会にある
競技が出てきます。
選択して下さい。

・参加標準記録を突破した大会名 大会期日の入力
・入力・記載間違いなどがあるとエラーメッセージが出てきます。
・入力後確定ボタンで終了します。
・中止する場合は中止ボタンをクリックして下さい。
・出場種目すべてを入力して下さい。
・リレーなどの申込がない場合は７．総括申込の項に進んで下さい。
・総括申込（終了）ボタンをクリックして必ず総括申込を行って下さい。

（×点で終了しないで下さい）
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・リレー種目・記録の入力を行う場合はリレー種目申込ボタンを
クリックして次に進んで下さい。

・左記画面の右側の
リレー種目申込を
クリックして下さい。

・リレー種目・記録の入力を行います。
・新規登録は新規ボタンを、

訂正の場合は選択ボタンをクリックして下さい。

・新規入力画面

・性別の確定・種目の確定を
順次行います。

・性別をプルダウンから選び
確定ボタンをクリックして
下さい
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・種目をプルダウンから選び
種目の確定ボタンをクリック
して下さい

・記録・大会名・大会期日を入力して下さい。

・メンバーを選んで
チェックボックスに
チェックを入れて下さい

・確定する場合は
登録ボタンをクリック
して下さい

・中止する場合は
中止ボタンをクリック
して下さい

・左端の総括申込（終了）ボタンをクリックして
総括申込で必要事項を必ず入力して下さい
総括ボタン以外に終了するボタンがありません
強制的に終了すると申込に反映されません。
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・ＣＳＶファイル取り込みについて

・個人種目の登録のみの呼込となります。リレー
種目は呼込できません。

・ＣＳＶ取り込み注意のボタンをクリックして注
意事項をお読み下さい。

・参照ボタンで呼込ファイルの確定を行って下さ
い

・ＣＳＶ取り込み注意のボタンをクリックした時
の表示画面

・中高生で競技者登録に学年が表記されている場
合は（学年）半角入力

・参照ボタンをクリックすると左記の画面が出て
きますので取り込みたいＣＳＶファイルのあるフ
ォルダーを指定後取り込み用ＣＳＶファイルを指
定して開くをクリックして下さい。

・指定後左記の画面が出てきますので呼び込みボタ
ンをクリックして下さい。
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・ＣＳＶデータが指定通り作成されていると左記の
画面が表示されます。

・次に種目確認ボタンをクリックして性別・種目・
名前の確認を行います。

・ナンバーカードと名前・実施される種別・種目の
間違いなどがあると左記の画面が表示されますので
中止ボタンで中止して種目登録の画面に戻ります。

全ての項目の修正を行った後に再度ＣＳＶファイル
の取り込みを行って下さい。

・全ての修正が完了すると「確認が完了しましたＤ
Ｂ書込を行って下さい。」
と表示されるのでＤＢ書込ボタンをクリックする。

・ＣＳＶファイルの取り込みが終了して
個人申込一覧に追加される。
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７．総括申込
作業開始ボタンをクリックして下さい。

・申込業務終了ボタンで
終了しないで下さい。

・必ず作業開始ボタンで
次に進んで下さい。

・総括申込の必要事項すべてを記入して下さい。
申込内容の確認を必ずして下さい。

・ 申 込 者 メ ー ル ア ド レ
スは

確認メールを送付しま
す

・終了する場合は必ず登録ボタンをクリックして
登録確認後に終了して下さい。

・申込確認のチェックを外して終了すると
申込完了になりません。

・チェックをつけて終了するとメールを送付します。
・数回に分けて入力する場合はチェックを外して終了し、
・最終時に確認チェックをして登録終了して下さい
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・終了ボタンをクリックすると参加一覧の PDF が表示されます。
終了ボタンをクリックして申し込み作業を終了して下さい。

・総括申込の確認表で最終確認をして下さい。

・陸協から送付される完了メールにこの PDF 添付されてきます。
・PDF の内容を確認して下さい。

・リレー・個人種目それぞれの金額
・他府県登録者

以上で手続完了します・


