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① 単位団の今年度登録に
ついて

新規登録する
市区町村に問合せ、新規アカウントを
発行するP.7

更新登録する メンバー登録を行うP.14

更新しない 「更新しない」を選択する P.15

②メンバー登録

新規登録の場合（団員P.17、指導者P.21、役員・スタッフP.29）

継続登録の場合（団員P.19、指導者P.27、役員・スタッフP.31）

継続登録しない場合（団員P.19、指導者P.27、役員・スタッフP.31）

③ 登録の確定 登録確定の手順 P.33

④ 市区町村スポーツ少年
団への申請

申請について P.34 決済方法の選択 P.34

⑤ 登録料の支払 支払について P.36 支払の手順 P.37

⑥ 登録完了 完了についてP.41

⑦ 追加登録

決済完了前の追加登録 P.42

決済完了後の追加登録 P.42

⑧ 各種内容の修正

登録内容の修正についてP.43

アカウント情報の修正 P.43

単位団基本情報の修正 P.44

※市区町村スポーツ少年団によって登録期間が異なるため、ご注意ください。4月1日から7月31日までの流れ(※)
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目次は基本的に登録手順と連動しておりますが、本ページではより分かりやすいように、作業されるパターンに応じた
本マニュアルの該当ページをお示ししています。



4

1 メンバー登録 メンバー登録の申請をした時 申請完了のお知らせ ●

2 メンバー登録 市区町村からメンバー登録の承認がおりた時 支払依頼のお知らせ ●

3 メンバー登録 市区町村からメンバー登録の差し戻しがあった時 登録内容差し戻しのお知らせ ●

4 メンバー登録
コンビニ決済を選択し、市区町村の承認後、支払依頼があった
時

登録に関するコンビニ支払番号発行のお知らせ ●

5 メンバー登録
支払後（窓口支払・口座振り込み・クレジットカード（クレ
ジットカードの場合はカード情報入力後）の場合）

登録完了のお知らせ ●

6 メンバー登録 支払い後（コンビニ支払いの場合） 支払完了のお知らせ ●

7 アカウント 再招待メール 再招待のお知らせ ●

8 アカウント 新規単位団を作成した時 新規アカウント発行のお知らせ ●

9 アカウント 代表メールアドレスを変更した時 メールアドレス変更手続きのお知らせ ●

10 アカウント パスワードを変更した時 パスワード変更のお知らせ ●

11 アカウント パスワードを再発行した時 パスワード再発行のお知らせ ●

12 その他
日本スポーツ少年団・都道府県スポーツ少年団・市区町村ス
ポーツ少年団からの一斉メール

― ● ●

内  容 メールの件名
単位団

（代表メールアドレス）

単位団
（連絡先メールアドレス）

＜複数＞
No. 項目

スポーツ少年団登録システムにて登録作業等を行っていただくにあたり、ご登録いただいたメールアドレス宛
に各種メールが送信されます。メールの内容と送信先のメールアドレスを下記にお示ししています。
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スマートフォンやタブレット、PCでのウィ
ンドウ画面が小さな場合、メニューが非表示
となります。

画面左上の「三」をクリックすることで、メ
ニューが表示されます。

画面左側にメニューが表示されます。

各メニュー項目から登録等を行います。

トップ画面（スマートフォン・タブレット・PCブラウザウィンドウが小さい場合）

トップ画面（PC）
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①『パスワード』にお好きなパスワードを入力します。

②『パスワード（確認用）』にもう一度同じパスワードを入力します。

③ をクリックします。

登録手順

URLをクリック

※パスワード設定必須項目

●８文字以上１６文字以下で入力

●少なくとも１文字以上使用して入力
・アルファベット（大文字）
・アルファベット（小文字）
・数字
・記号

登録手順

日本スポーツ少年団（または市区町村スポーツ少年団、都道府県スポーツ少年団）から届く「アカウント発行メー
ル」から、アカウント登録を行います。
昨年度、登録されていた単位団も「アカウント発行メール」より再度、パスワードの登録が必要となります。
※新規で単位スポーツ少年団を設立されたい方は、市区町村スポーツ少年団にご相談ください。

①3月下旬に、日本スポーツ少年団（市区町村スポーツ少年団または都道府県スポーツ少年団）から
代表メールアドレス宛に、下記件名のメールが届いているかを確認します。
※更新単位団も再度、パスワードの設定が必要です。

件名:【スポーツ少年団登録システム】新規アカウント発行のお知らせ

②メールを開き、メール本文中のURLをクリックします。

メール本文中のURLをクリックすると、画面が切り替わりますのでパスワードの登録を行います。

※パスワードの登録にあたり、いくつかの必須項目がありますので、画面青枠内の注意事項をご確認ください。
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パスワードを登録すると、利用規約・個人情報保護方針が表示されますので必ずご一読いただき、

「同意する」にチェックを入れ、 をクリックしてください。

※「同意する」にチェックを入れないと、「次へ進む」ボタンはクリックできません。
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9

9

ログイン画面URLをクリックします。＜URL: https://jjsa-entry.japan-sports.or.jp/login ＞

『ログインID（数字10桁）』と『パスワード』を入力して、 をクリックします。

※1-2に記載のパスワードの設定完了後は、ログイン画面（上記URL）からログインを行ってください。

⚠ されます

9

ログイン後にR２年度登録者の情報
が表示されていない単位団の皆様へ

ログイン後にR２年度登録者の情報
が表示されていない単位団の皆様へ

よくある質問・・・登録システムに関するよくある
質問を記載したFAQを掲載

マニュアル・・・各種マニュアルをダウンロード
できます

ログインID・・・数字10桁の単位団番号

パスワード・・・各単位団にて年度初めに登録した
パスワード



アカウント発行、パスワード設定の完了後、＜単位団基本情報の登録＞が必要となります。
ログイン後、「基本情報」「活動内容」の登録を行います。
下記、【単位団基本情報】トップ画面から登録を行います。

・【基本情報】の登録

登録手順

【基本情報】入力項目

★必須入力項目
「結成年月日」
・・・結成した年月日を入力します。
「保険加入」
・・・保険加入の有無を入力します。

※「連絡先メールアドレス」（最大4件ま
で）は、都道府県や市区町村等からのお知
らせメールが送信されますので、必要な場
合は追加してください。

入力後、 をクリックします。保存する

画面左側にメニューが表示されます。

各メニュー項目から登録等を行います。

トップ画面（PC）
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・【活動内容】の登録

【活動内容】入力項目

★必須入力項目
「活動頻度」
・・・月の活動頻度を入力します。

「育成母集団」
・・・育成母集団の有無を入力します。
※「育成母集団」とは、スポーツ少年団活動
を支える“母体となる集団”という意味で、子
どもたちを財政面・労力面・精神面で支援す
る集団を指します。

「総合型クラブとの連携」
・・・総合型地域スポーツクラブとの連携の
有無を入力します。

「活動施設」
・・・活動する場所（施設）を入力します。

「種目」
・・・活動している種目を選択します。（複
数選択可）

入力後、 をクリックします。保存する

※メンバー登録完了後に「代表者」「事務担当者」を変更したい場合

登録する

登録手順
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登録手順

登録手順

「代表者」
「事務担当者」
・・・既にメンバー登録が完了している
「指導者」「役員・スタッフ」がいる場
合は当該者の情報がプルダウンに自動表
示されますので、その中から該当者を選
択してください。
※事務担当者の住所宛に日本スポーツ協
会が発刊する「Sports Japan」等が送付
されます。

入力後、 をクリックしま
す。

保存する

単位団基本情報の連絡先の右端にある
「編集する」ボタンをクリックします。



左メニューの『メンバー登録』から、今年度単位団に所属し、活動するメンバー（団員、指導者、役員・スタッ
フ）の登録を行います。
【団員】【指導者】【役員・スタッフ】の登録は同時に行うことができます。

・『団員』の登録:「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」
・『指導者』の登録:「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」「資格情報（※2）」「住所」

「電話番号」
・『役員・スタッフ』の登録:「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」「住所」「電話番号」

登録必須項目（※事前にご準備いただくもの）

※1:「個人ID」とは個人を識別するためのIDを指します。（次ページ参照）
個人IDが不明な場合、所属する単位団または前年度所属単位団の代表者もしくは市区町村スポ
ーツ少年団にお問合せください。（ただし、今年度『新規登録』をされる方は、個人IDは不要で
す。）

※2:「資格情報」とは、各資格の種別や資格番号を指します。
指導者として登録するにあたって、保有している資格情報（資格の種別と資格番号）が必要と
なります。

※留意事項※

『メンバー登録』より登録者の情報を入力

『メンバー登録』を確定する
登録料を確認する

登録完了

決済方法を選択する

支払依頼メールを単位団に送信

単位団の登録内容
を確認する

登録料を支払

登録内容に問題が
なければ【承認】

登録内容の修正が
必要であれば【差戻】

市区町村へ登録内容を『申請する』

支払依頼メールを受信・確認する

単位団 市区町村スポーツ少年団

※今年度(令和3年度)よりメンバー登録作業において、市区町村スポーツ少年団の承認が必要となります。

承認の場合:市区町村スポーツ少年団からの支払依頼メールに従って登録料の支払いに進みます。
差戻の場合:市区町村スポーツ少年団からの指摘事項に沿って、「メンバー登録」の入力画面から修正を行い、

再度、市区町村スポーツ少年団へ申請を行います。
12



確認手順

左メニューより「単位団基本情報」をク
リックします。

「基本情報」に記載の「個人ID」が当該者
の個人IDとなります。

※個人IDは半角英数字8桁を付与しており
ます。
※個人IDの頭2文字の「SS」は統一して付

与しております。
※今年度「新規登録」をされる方は、
「登録完了」後に個人IDが付与されます。

個人IDが不明な場合、所属する単位団または前年度所属単位団の代表者もしくは市区町村スポ
ーツ少年団にお問合せください。（ただし、今年度『新規登録』をされる方は、個人IDは不要で
す。）

※個人IDについて
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をクリックします。
確認画面が表示されるので をクリックします。

昨年登録していた単位団の場合 ＜継続＞ 今年度から新規で登録する単位団の場合 ＜新規＞

メンバー登録完了には＜登録条件＞
を満たしていることが必須となります。

※この ボタン
は、市区町村にて登録期
間が未設定または、登録
期間外の場合は表示され
ません。

◆『開始』の場合

14

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了



をクリックします。
確認画面が表示されるので をクリックします。

「更新しない」に設定が完了しました。
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◆『更新しない』場合

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了



＜登録の流れ＞
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メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

更新登録の場合、ログイン後に令和2年度の登録者の情報が表示されていない場
合があります。その際は、お手数ですが、ログイン画面の下部に記載しているマ
ニュアル「ログイン後に令和2年度登録者の情報が表示されていない単位団の皆様
へ」をご参照の上、登録作業を行ってください。

ログイン後に令和2年度登録者の情報
が表示されていない単位団の皆様へ



登録手順

登録手順

団員の新規登録には と の２パターンがあります。
それぞれの登録手順に沿って、登録を開始します。

・団員【+新規登録】をする場合

をクリックします。＋新規登録

＋新規登録 ＋他団体で登録済の方を登録

【基本情報●必須入力項目】を入力します。

● 「氏（カナ）」
● 「名（カナ）」
● 「性別」
● 「生年月日」

入力後、 をクリックします。登録する

登録手順

団員の【新規登録】が完了しました。

‥‥スポーツ少年団登録システムに初めて登録する方 ⇒「個人ID」はまだ付与されていません
‥‥既にスポーツ少年団登録システムに登録をされている方

⇒ 既に「個人ID」が付与されています（※詳細下記）

＋新規登録

＋他団体で登録済の方を登録

「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」
※１:「個人ID」とは個人を識別するためのIDを指します。

する場合は使用しますので、必ず「個人ID」をご確認ください。
IDが不明な場合、所属する単位団または前年度所属していた単位団の代表者もしくは市区町村スポーツ少年団に
お問合せください。※今年度『新規登録』をされる方は、メンバー登録の時点では個人IDはありません。

＋他団体で登録済の方を登録

登録必須項目（※事前にご準備いただくもの）
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＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了



登録手順

登録手順

をクリックします。

＋他団体で登録済の方を登録

【基本情報●必須入力項目】を入力します。

● 「氏（カナ）」
● 「名（カナ）」
● 「性別」
● 「生年月日」
● 「個人ID」
※個人IDがご不明な場合、前年度所属してい
た単位団の代表者または市区町村スポーツ少
年団にお問い合わせください。

入力後、 をクリックします。次へ

登録手順

【登録情報】を確認します。

「氏（カナ）」
「名（カナ）」
「性別」
「生年月日」
「既に登録完了している所属団体」

確認後、登録情報に間違いがなければ、
をクリックします。登録する

・団員【+他団体で登録済の方を登録】をする場合

登録手順

団員の【他団体で登録済の方を登録】は
完了です。
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＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了



令和２年度（2020）年度に登録していた情報は予め入力されています。
※「認定番号」(ジュニアリーダー、シニアリーダー)の変更はできません。

・団員【継続登録】をする場合

登録手順

「継続登録する場合」

⇒表示されている氏名を確認し、登録区分を
「更新する」に変更します。

登録手順

「登録内容の変更」

予め入力されている情報が異なっている場合、
『更新する』をクリックした後、『編集』
『登録変更』『修正』にて変更を行います。

『編集』
・・・生年月日を変更できます。

『登録変更』
・・・「指導者」「役員・スタッフ」に役割

変更できます。
※団員から指導者に変更した場合、新たに資

格確認と連絡先の登録が必須となります。
※団員から役員・スタッフに変更した場合、

新たに連絡先の登録が必須となります。

『修正』
・・・氏名（漢字・カナ）の修正ができます。

登録手順

「継続登録しない場合」

⇒表示されている氏名を確認し、登録区分を
「更新しない」に変更します。
『更新しない』を選択された場合、氏名等の
情報がグレー色に変わります。

・継続登録する場合

・継続登録しない場合

19

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了



＜登録の流れ＞

20

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

更新登録の場合、ログイン後に令和2年度の登録者の情報が表示されていない場
合があります。その際は、お手数ですが、ログイン画面の下部に記載しているマ
ニュアル「ログイン後に令和2年度登録者の情報が表示されていない単位団の皆様
へ」をご参照の上、登録作業を行ってください。

ログイン後に令和2年度登録者の情報
が表示されていない単位団の皆様へ



登録必須項目（※事前にご準備いただくもの）

「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」「資格情報（※2）」「住所」

※１:「個人ID」とは個人を識別するためのIDを指します。
をする場合は使用しますので、必ず「個人ID」をご確認ください。

IDが不明な場合、所属する単位団または前年度所属していた単位団の代表者もしくは市区町村スポーツ少年団
にお問合せください。※今年度『新規登録』をされる方は、メンバー登録の時点では個人IDはありません。

※2:「資格情報」とは、各資格の種別や資格番号を指します。
指導者として登録するにあたって、保有している資格情報（資格の種別と資格番号）が必要となります。

指導者の新規登録には と の２パターンがあります。
それぞれの登録手順に沿って、登録を開始します。

＋新規登録 ＋他団体で登録済の方を登録

・指導者【+新規登録】 をする場合

登録手順

をクリックします。＋新規登録

登録手順

【基本情報●必須入力項目】を入力し
ます。

● 「氏（カナ）」
● 「名（カナ）」
● 「性別」
● 「生年月日」

「役職」
・・・単位団の『代表者』もしくは
『事務担当者』の場合は、選択します。

● 「郵便番号」
● 「住所」
● 「電話番号」

入力後、 をクリックし
ます。

次へ

＋他団体で登録済の方を登録

21

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了



登録手順

保有している資格の登録のため、
保有資格の選択を行います。

まず、水色網掛けの「各種資格の
選択一覧表」から該当する資格を
確認し、当該資格の場合、この画
面においてどの資格を選択すべき
か確認ください。（入力フォーム
は「上段」「下段」2つありそれ
ぞれで選択を行う必要があります。

上段:
「JSPO指導者資格確認」

下段:
「その他指導者資格確認」

保有資格を選択し、

をクリックします。

登録手順

指導者が【新規登録】が完了しま
した。

登録する

22

詳細はP.23（次ページ）をご覧
ください。



資格確認画面における各種資格の選択一覧表（詳細）

23

1
令和元（2019）年度認定員（コーチングアシスタント未移行）
⇒令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において、認定員として登録していた者で、JSPO公認コーチングア
シスタントに移行していない者（令和5（2023）年度まで）

○ 上記以外

2
令和元（2019）年度認定員（コーチングアシスタント移行済）
⇒令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において、認定員として登録していた者で、JSPO公認コーチングア
シスタントに移行している者

○ 上記以外

3
令和元（2019）年度認定員かつ登録更新制のJSPO公認資格保有者（JFA/JBA指導者資格を除く）
⇒令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において、認定員として登録していた者で、JSPO公認スポーツ指導
者資格を保有している者

○ 上記以外

4
令和元（2019）年度認定員かつJFA・JBA指導者資格（C級以上）保有者
令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において、認定員として登録していた者で、日本サッカー協会公認C級
ライセンス以上または日本バスケットボール協会公認C級コーチ以上を保有している者

○ JFA公認指導者ま
○ JBA公認指導者
／その他登録番号

5
JSPO公認資格保有者（JFA・JBA指導者資格を除く）
⇒JSPO公認スポーツ指導者資格を保有している者（JFAまたはJBAの指導者資格は含まない）

○ 上記以外

6

JSPO公認資格保有者（JFA・JBA指導者資格除く）かつJFA・JBA指導者資格（C級以上）保有者
⇒JSPO公認スポーツ指導者資格および日本サッカー協会公認C級ライセンス以上または日本バスケットボール協
会公認C級コーチ以上を保有している者

○ JFA公認指導者ま
○ JBA公認指導者
／その他登録番号

7

JFA・JBA指導者資格（C級以上）のみ保有者
⇒日本サッカー協会公認C級ライセンス以上または日本バスケットボール協会公認C級コーチ以上のみを保有して
いる者

○ JFA公認指導者
○ JBA公認指導者
／その他登録番号

8

令和元（2019）年度以前に認定員資格を取得し、その後、認定員資格が失効している方（認定員資格は資格取得
後にスポーツ少年団登録をしないと失効します）
⇒令和元(2019)年度以前に認定員資格を保有していた者で、現在は認定員資格を失効している者（JSPO公認ス
ポーツリーダー保有者として令和5（2023）年度まで指導者登録可能）※スポーツ少年団に継続登録していない
と資格は失効します。

○ 認定員資格失効者・
公認スポーツリーダー
／その他登録番号

9
SPO公認スポーツリーダーのみ保有者
⇒JSPO公認スポーツリーダー資格のみを保有している方（令和5（2023）年度まで指導者登録可能）

○ 認定員資格失効者・
公認スポーツリーダー
／その他登録番号

シニアリーダー
⇒満20歳以上であり、令和元（2019）年以前にシニアリーダーとして認定されており、継続登録している者
（令和5（2023）年まで指導者登録可能）

○ 上記以外

下段

下段

下段

下段

下段

下段

下段

下段

下段

理念なし

理念なし

理念なし

理念なし

理念なし

理念あり

理念あり

理念あり

理念あり

理念あり

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

○ JSPO公認スポーツ指導者（サッカー、バス
ケットボール除く）／JSPO登録番号

○ JSPO公認スポーツ指導者（サッカー、バス
ケットボール除く）／JSPO登録番号

○ JSPO公認スポーツ指導者（サッカー、バス
ケットボール除く）／JSPO登録番号

○ JSPO公認スポーツ指導者（サッカー、バス
ケットボール除く）／JSPO登録番号

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

下段

上段

上段

上段

上段

上段

上段

上段

上段

上段

上段

10



登録手順

登録手順

をクリックします。

＋他団体で登録済の方を登録

【基本情報●必須入力項目】を入力します。

●「氏（カナ）」
●「名（カナ）」
●「性別」
●「生年月日」
●「個人ID」
※個人IDが不明な場合、所属する単位団また
は前年度所属していた単位団の代表者もしく
は市区町村スポーツ少年団にお問合せくださ
い。

入力後、 をクリックします。次へ

登録手順

【登録情報】を確認します。

「氏（カナ）」
「名（カナ）」
「性別」
「生年月日」
「既に登録完了している所属団体」

確認後、登録情報に間違いがなければ、

をクリックします。次へ

・指導者【+他団体で登録済の方を登録】をする場合

24

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了



登録手順

保有している資格の登録のため、
保有資格の選択を行います。

まず、水色網掛けの「各種資格の
選択一覧表」から該当する資格を
確認し、当該資格の場合、この画
面においてどの資格を選択すべき
か確認ください。（入力フォーム
は「上段」「下段」2つありそれ
ぞれで選択を行う必要があります。

上段:
「JSPO指導者資格確認」

下段:
「その他指導者資格確認」

保有資格を選択し、

をクリックします。

登録手順

指導者が【他団体で登録済の方を
登録】が完了しました。

登録する

25

詳細はP.26（次ページ）をご覧
ください。



資格確認画面における各種資格の選択一覧表（詳細）
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1
令和元（2019）年度認定員（コーチングアシスタント未移行）
⇒令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において、認定員として登録していた者で、JSPO公認コーチングア
シスタントに移行していない者（令和5（2023）年度まで）

○ 上記以外

2
令和元（2019）年度認定員（コーチングアシスタント移行済）
⇒令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において、認定員として登録していた者で、JSPO公認コーチングア
シスタントに移行している者

○ 上記以外

3
令和元（2019）年度認定員かつ登録更新制のJSPO公認資格保有者（JFA/JBA指導者資格を除く）
⇒令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において、認定員として登録していた者で、JSPO公認スポーツ指導
者資格を保有している者

○ 上記以外

4
令和元（2019）年度認定員かつJFA・JBA指導者資格（C級以上）保有者
令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において、認定員として登録していた者で、日本サッカー協会公認C級
ライセンス以上または日本バスケットボール協会公認C級コーチ以上を保有している者

○ JFA公認指導者ま
○ JBA公認指導者
／その他登録番号

5
JSPO公認資格保有者（JFA・JBA指導者資格を除く）
⇒JSPO公認スポーツ指導者資格を保有している者（JFAまたはJBAの指導者資格は含まない）

○ 上記以外

6

JSPO公認資格保有者（JFA・JBA指導者資格除く）かつJFA・JBA指導者資格（C級以上）保有者
⇒JSPO公認スポーツ指導者資格および日本サッカー協会公認C級ライセンス以上または日本バスケットボール協
会公認C級コーチ以上を保有している者

○ JFA公認指導者ま
○ JBA公認指導者
／その他登録番号

7

JFA・JBA指導者資格（C級以上）のみ保有者
⇒日本サッカー協会公認C級ライセンス以上または日本バスケットボール協会公認C級コーチ以上のみを保有して
いる者

○ JFA公認指導者
○ JBA公認指導者
／その他登録番号

8

令和元（2019）年度以前に認定員資格を取得し、その後、認定員資格が失効している方（認定員資格は資格取得
後にスポーツ少年団登録をしないと失効します）
⇒令和元(2019)年度以前に認定員資格を保有していた者で、現在は認定員資格を失効している者（JSPO公認ス
ポーツリーダー保有者として令和5（2023）年度まで指導者登録可能）※スポーツ少年団に継続登録していない
と資格は失効します。

○ 認定員資格失効者・
公認スポーツリーダー
／その他登録番号

9
SPO公認スポーツリーダーのみ保有者
⇒JSPO公認スポーツリーダー資格のみを保有している方（令和5（2023）年度まで指導者登録可能）

○ 認定員資格失効者・
公認スポーツリーダー
／その他登録番号

シニアリーダー
⇒満20歳以上であり、令和元（2019）年以前にシニアリーダーとして認定されており、継続登録している者
（令和5（2023）年まで指導者登録可能）

○ 上記以外

下段

下段

下段

下段

下段

下段

下段

下段

下段

理念なし

理念なし

理念なし

理念なし

理念なし

理念あり

理念あり

理念あり

理念あり

理念あり

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

○ JSPO公認スポーツ指導者（サッカー、バス
ケットボール除く）／JSPO登録番号

○ JSPO公認スポーツ指導者（サッカー、バス
ケットボール除く）／JSPO登録番号

○ JSPO公認スポーツ指導者（サッカー、バス
ケットボール除く）／JSPO登録番号

○ JSPO公認スポーツ指導者（サッカー、バス
ケットボール除く）／JSPO登録番号

○ 上記以外（旧認定員、旧認定育成員、JFA,JBA
資格保有者、シニアリーダー)

下段

上段

上段

上段

上段

上段

上段

上段

上段

上段

上段
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・指導者【継続登録】をする場合
令和２年度（2020）年度に登録していた情報は予め入力されています。
※「認定番号」(認定員・認定育成員等)の変更はできません。

・継続登録する場合

・継続登録しない場合

登録手順

「継続登録する場合」

⇒表示されている氏名を確認し、登録区分を
「更新する」に変更します。

「登録内容の変更」

予め入力されている情報が異なっている場合、
『更新する』をクリックした後、『編集』
『登録変更』『修正』にて変更を行います。

『編集』
・・・生年月日を変更できます。

『登録変更』
・・・「団員」または「役員・スタッフ」に
役割変更できます。

『修正』
・・・氏名（漢字・カナ）・住所・電話番
号・メールアドレスの修正ができます。

登録手順

「継続登録しない場合」

⇒表示されている氏名を確認し、登録区分を
「更新しない」に変更します。
『更新しない』を選択された場合、氏名等の
情報がグレー色に変わります。

27

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了



＜登録の流れ＞

28

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了

更新登録の場合、ログイン後に令和2年度の登録者の情報が表示されていない場
合があります。その際は、お手数ですが、ログイン画面の下部に記載しているマ
ニュアル「ログイン後に令和2年度登録者の情報が表示されていない単位団の皆様
へ」をご参照の上、登録作業を行ってください。

ログイン後に令和2年度登録者の情報
が表示されていない単位団の皆様へ



・役員・スタッフ【+新規登録】をする場合

登録手順

をクリックします。＋新規登録

登録手順

【基本情報●必須入力項目】を入力します。

● 「氏（カナ）」
● 「名（カナ）」
● 「性別」
● 「生年月日」

● 「役割」
・・・『役員』または『スタッフ』のどちら
の役割で登録するか選択します。

「役職」
・・・単位団の『代表者』もしくは『事務担
当者』の場合は、選択します。

● 「郵便番号」
● 「住所」
● 「電話番号」

入力後、 をクリックします。登録する

役員・スタッフの新規登録には と の２パターンがあります。
それぞれの登録手順に沿って、登録を開始します。

＋新規登録 ＋他団体で登録済の方を登録

登録手順

役員・スタッフの【新規登録】は
完了です。

‥‥スポーツ少年団登録システムに初めて登録する方 ⇒「個人ID」はまだ付与されていません
‥‥既にスポーツ少年団登録システムに登録をされている方

⇒ 既に「個人ID」が付与されています（※詳細下記）

「氏名（カナ）」「生年月日」「性別」「個人ID（※1）」
※１:「個人ID」とは個人を識別するためのIDを指します。

をする場合は使用しますので、必ず「個人ID」をご確認ください。
IDが不明な場合、所属する単位団または前年度所属していた単位団の代表者もしくは市区町村スポーツ少年団に
お問合せください。※今年度『新規登録』をされる方は、メンバー登録の時点では個人IDはありません。

登録必須項目（※事前にご準備いただくもの）

＋新規登録

＋他団体で登録済の方を登録

＋他団体で登録済の方を登録
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登録手順

登録手順

をクリックします。

＋他団体で登録済の方を登録

【基本情報●必須入力項目】を入力します。

●「氏（カナ）」
●「名（カナ）」
●「性別」
●「生年月日」
●「個人ID」
※個人IDが不明な場合、所属する単位団また
は前年度所属していた単位団の代表者もしく
は市区町村スポーツ少年団にお問合せくださ
い。

入力後、 をクリックします。次へ

登録手順

【登録情報】を確認します。

「氏（カナ）」
「名（カナ）」
「性別」
「生年月日」
「既に登録完了している所属団体」

確認後、登録情報に間違いがなければ、

をクリックします。登録する

・役員・スタッフ【+他団体で登録済の方を登録】をする場合

登録手順

役員・スタッフの
【他団体で登録済の方を登録】は完了です。
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・役員・スタッフ【継続登録】をする場合
令和２年度（2020）年度に登録していた情報は予め入力されています。
※「認定番号」(認定員・認定育成員等)の変更はできません。

・【継続登録】する場合

・【継続登録】しない場合

登録手順

「継続登録する場合」

⇒表示されている氏名を確認し、登録区分を
「更新する」に変更します。

登録手順

「登録内容の変更」

予め入力されている情報が異なっている場合、
『更新する』をクリックした後、『編集』
『登録変更』『修正』にて変更を行います。

『編集』
・・・生年月日を変更できます

『登録変更』
・・・「団員」または「指導者」に役割

変更できます。
※指導者に変更した場合、新たに資格の

登録が必須となります。

『修正』
・・・氏名（漢字・カナ）・住所・電話番
号・メールアドレスの修正ができます。

登録手順

「継続登録しない場合」

⇒表示されている氏名を確認し、登録区分を
「更新しない」に変更します。
『更新しない』を選択された場合、氏名情報
がグレー色に変わります。
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※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和2年度スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講
習会が中止になったことから、令和3年度に限り、「理念あり」の指導者が1名以下でも登録を認め
ることとします。（ただし、「理念あり」・「理念なし」に関わらず指導者は2名以上必要です。）
詳しくはP.6をご覧ください。

入力した「団員」「指導者」「役員・スタッフ」の登録確定を行います。

※ をクリックすることで「登録内容」と「登録料」が確定され、市区町村スポーツ少年団への「承認申請」「登録料の
支払」へ進むことができます。

（⚠この時点では、入力いただいた登録内容が確定しただけであり、メンバー登録が完了しているわけではありません
のでご注意ください。 ）

単位団の登録には原則、下記の【登録条件①～⑤】をすべて満たしている必要があります。
※登録条件に関してご不明な点等ございましたら、市区町村スポーツ少年団へお問合せください。

確定する

ステータスについて

①団員登録が10名以上必要
・・・一単位団には団員が10名以上必要となります。

②「理念あり」指導者が２名以上必要（※令和3年度スポーツ少年団登録に限り緩和措置あり）
・・・スポーツ少年団の理念を学んでいる指導者が２名以上必要となります。

※令和元（2019）年度スポーツ少年団登録において「認定育成員」または「認定員」であった者、
スタートコーチ（スポーツ少年団）資格を保有している者

③20歳以上の指導者または役員・スタッフが２名以上必要
・・・20歳以上の指導者または役員・スタッフが２名以上必要となります。

④指導者、または役員・スタッフの中から代表者が1名必要
・・・指導者または役員・スタッフの中から代表者1を名登録する必要があります。

⑤指導者、または役員・スタッフの中から事務担当者が1名必要
・・・指導者または役員・スタッフの中から事務担当者を1名登録する必要があります。

ご登録の事務担当者宛に、日本スポーツ協会が発刊する「Sports Japan」を発送いたします。

登録条件について
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『一時保存』 ・・・登録作業の途中であり、登録が完了していない状態です。
一時保存の場合は、「編集」「登録者の追加」「修正」が可能です。

『入力確定』 ・・・登録内容の確定はできていますが、登録料が未払のため、登録が完了できていない状態です。
をクリックすると、「編集」「登録者の追加」「修正」ができません。

※ → をクリックし、 に戻すと、再度編集が可能です。

『登録完了』 ・・・単位団において登録料を入金済みで、登録が完了できている状態です。

承認済 ・・・市区町村スポーツ少年団より登録内容の「承認」がなされている状態です。
登録料の支払（決済）を進めてください。 (P36参照)

『申請中』 ・・・登録内容を確定し、市区町村スポーツ少年団に申請を行っている状態です。
市区町村スポーツ少年団より「承認」されるまでお待ちください。

『 ・・・市区町村スポーツ少年団より登録内容の「承認」があり、単位団における登録料支払手続き
の完了を待っている状態です。

一時保存

入力確定
確定する

登録料の確認 取り消す 一時保存

入金待ち

申請中

登録完了

承認済

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了



確定手順

確定手順

登録料を確認し、申請を行います。

【確認事項】

「登録料」
・・登録した人数分の登録料が算出
されます。

確認後、問題がなければ

をクリックします。

※内容の修正を行いたい場合は
をクリックし、

登録画面に戻ると再度登録作業が
できるようになります。

をクリックします。

確認画面が表示されます。確認後、 を
クリックしてください。

申請する

確定する

OK

取り消す
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「支払金額」を確認し、
『支払方法』からご希望の支払方法
を選択します。
（※支払方法について、下記参照）

選択後、 をクリックし
ます。

※今年度から、所属している市区町村スポーツ少年団が設定した支払方法のみが表示されます。

※支払方法について

【支払方法の種類】
①クレジットカード・・・VISA/MASTER/JCB/AMRICANEXPRESS/Diners

②コンビニエンスストア・・・セブンイレブン/ファミリーマート/ローソン/ミニストップ/セイコーマート/
デイリーヤマザキ

③窓口（現金）・・・市区町村スポーツ少年団窓口を訪問し直接支払い

④口座振り込み・・・市区町村スポーツ少年団の指定銀行口座に振り込み

⚠クレジットカード支払またはコンビニ支払を選択された場合、登録料とは別にシステム
手数料が必要となります。決済前に必ず、システム手数料をご確認ください。

申請する

市区町村に申請された旨の通知
がされます。

市区町村からの「承認」をお待ちく
ださい。

※承認後にお支払いが可能です
（「支払依頼のお知らせ」メールを
受信後）

・決済方法の選択
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決済ステータスで、申請状況の確認
ができます。
※詳細は下記をご参照ください。

※「取り消す」をクリックすると、
『一時保存』に戻り、再度編集可能
になります。

※支払依頼（請求）メールを受信後、登録料のお支払いが可能になります。

登録システム上でステータスを確認したい場合は、「 ログイン ⇒ メンバー登録 ⇒ 登録料の確認 」にて

承認状況が確認できます。

単位団が登録した情報を市区町村スポーツ少年団が確認し、登録内容に修正がない場合は、「承認」がなされます。

「承認」された場合は、支払依頼（請求）メールが代表メールアドレス宛に通知されます。

単位団は、支払依頼（請求）メールを受信後、『登録料の支払』（次ページ）に進みます。

「未決済」 （申請中）・・・市区町村スポーツ少年団へ申請を行い、承認待ち（登録料未支払）の状態です。

「入金待ち」（承認済み）・・・市区町村スポーツ少年団が単位団の登録内容を確認し、「承認」した状態です。
※「取り消す」をクリックすると、『一時保存』に戻り、再度編集可能になります。

「決済完了」（登録完了）・・・単位団が登録料の支払を行い、支払完了（登録完了）の状態です。

ステータスについて
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未決済

入金待ち

決済完了

＜登録の流れ＞
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『4.申請』で選択した支払方法にて登録料の支払（決済）を行います。

また、登録システム上で登録料を確認する場合は、「 ログイン ⇒ メンバー登録 ⇒ 登録料の確認 」にて承認状況を
確認できます。

「 ログイン ⇒ メンバー登録 ⇒ 登録料の確認 ⇒ 決済に進む 」 から支払画面に進みます。

ログイン後、「メンバー登録する」
をクリックし、作成日時をクリック

●支払の流れ

をクリック

をクリック

登録料の確認

決済に進む
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※支払依頼（請求）メールを受信後、
登録料のお支払いが可能になります。

＜登録の流れ＞
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支払手順

＜必須入力項目＞
「クレジットカード番号」

「有効期限」

「セキュリティコード」
(カード裏面に記載の3ケタの数字）

をクリック
⚠「支払」は２回以上クリックし
ないようご注意ください

●クレジットカード決済の場合

支払
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支払手順

市区町村スポーツ少年団より申請が
「承認」されると、メールにて通知
が届きます。

件名:【スポーツ少年団登録システ
ム】支払依頼のお知らせ

メールが届きましたら、メールに記
載のURLをクリックし、支払情報の
入力へお進みください。

支払手順

をクリック。決済に進む

支払手順

クレジットカードでの支払いが完了
しました。
ステータスが になりま
す。

登録完了

＜登録の流れ＞
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支払手順

＜必須入力項目＞
「決済サービスオプション」

（コンビニを選択）
※「電話番号」はコンビニでお支払
の際の確認項目として使用します。

「姓・名」（登録者以外の氏名でも
入力可能です）
「電話番号」を入力

をクリック
⚠「支払」は２回以上クリックし
ないようご注意ください

支払
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●コンビニ決済の場合

支払手順

市区町村スポーツ少年団より申請が
「承認」されると、メールにて通知
が届きます。

件名:【スポーツ少年団登録システ
ム】支払依頼のお知らせ

メールが届きましたら、メールに記
載のURLをクリックし、支払情報の
入力へお進みください。

支払手順

をクリック。決済に進む

＜登録の流れ＞

メンバー登録 登録確定 申請 支払 完了



39

●コンビニ決済の場合

支払手順

受付番号が発行されます。

決済画面で入力した、

「姓・名」
「電話番号」
「受付番号」

を持参し、指定のコンビニで支払を
行ってください。

支払手順

受付番号はメールでも通知されます。

メール件名:【スポーツ少年団登録
システム】登録に関するコンビニ支
払番号発行のお知らせ

支払手順

コンビニでの支払が完了すると、
ステータスが に
なります。

登録完了

＜登録の流れ＞
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●現金決済（振込）の場合

●現金決済（窓口）

承認完了後、支払依頼メールに記載の市区町村スポーツ少年団の指定銀行口座に期日内に振込を行ってください。

承認完了後、市区町村スポーツ少年団窓口に期日内に訪問し、支払を行ってください。

「支払依頼内容」

「振込先」

「支払期限」

確認のうえ、支払を行ってく
ださい。

支払手順

振込が完了し、市区町村スポーツ少
年団にて確認が完了すると
ステータスが に
なります。

登録完了

支払手順

窓口支払が完了し、市区町村スポー
ツ少年団にて確認が完了するとと
ステータスが に
なります。

登録完了

「登録内容」

「お支払い窓口」

「支払期限」

確認のうえ、支払を行ってく
ださい。
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【団員】【指導者】【役員・スタッフ】

・・・今年度、登録完了のメンバーが表示されま
す

・・・今年度、未登録のメンバーが表示されます。

「指導者、役員・スタッフ」
・・・「更新」や「新規」、

「理念」の有無が表示されます。

「団員」
・・・「学年」「年齢」「リーダー資

格」の有無が表示されます。

【今年度登録者数】
・・・今年度登録完了の人数を一覧表で示してい
ます。

※追加登録方法→「追加登録（P42)」参照

『名簿のダウンロード(PDF)』
ダウンロードを行う時点で、 に
なっているメンバーの情報が表示された名
簿をダウンロードできます。

＜基本情報＞
登録した基本情報が表示されます。
【登録する】から「結成年月日」「保険加
入」の変更が行えます。
※基本情報の登録→P10参照

＜連絡先＞
登録した連絡先情報が表示されます。
【編集する】から「代表者」「事務担当
者」「事務担当者連絡先」の変更が行えま
す。
※連絡先の登録→P11参照

＜活動内容＞
登録した活動内容情報が表示されます。
【登録する】から活動内容の変更が行えま
す。
※活動内容の登録→P11参照

●登録料の支払（決済）後の『単位団基本情報』ページ
登録料の支払（決済）完了後、『単位団基本情報』に登録したメンバー（団員、指導者、役員・スタッフ）が反映されます

登録完了

今年度未登録

登録完了
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登録手順

登録手順

【登録期間】
・・・市区町村スポーツ少年団が定めた

登録期間が表示されます。
期間内のみ登録が可能です。

【作成日時】
・・・メンバー登録の作業を開始した

日時が表示されます。

【作成日時】をクリック
⇒メンバー登録画面に遷移します。

市区町村スポーツ少年団が設定している登録期間内であれば、メンバーの『追加登録』をすることが可能です。

メンバーの追加登録を行う場合は、メンバー登録（『2.メンバー登録』→P17）と同様に登録作業を行います。

※追加登録には、『(7-2)決済完了前の追加登録』と『(7-3)決済完了後の追加登録』の２パターンがあります。

『一時保存』 ・・・登録作業の途中であり、登録が完了していない状態です。
一時保存の場合は、「編集」・「追加」・「修正」が可能です。

『入力確定』 ・・・登録内容の確定はできていますが、登録料が未払のため、登録が完了できていない状態です。
をクリックすると、「編集」「登録者の追加」「修正」ができません。

※ → をクリックし、 に戻すと、再度編集が可能です。

『登録完了』 ・・・単位団において登録料を入金済みで、登録が完了できている状態です。

・・・市区町村スポーツ少年団より登録内容の「承認」がなされている状態です。
登録料の支払（決済）を進めてください。 (P36参照)

『申請中』 ・・・登録内容を確定し、市区町村スポーツ少年団に申請を行っている状態です。
市区町村スポーツ少年団より「承認」されるまでお待ちください。

『入金待ち（現金）』・・・市区町村スポーツ少年団より登録内容の「承認」があり、単位団における登録料支払手続きの完了を
待っている状態です。

ステータスについて

一時保存

入力確定

登録完了

承認済

申請中

入金待ち（現金）

をクリックします。

確認画面が表示されます。

をクリックします。

開始

OK

登録料の確認
確定する

取り消す 一時保存
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修正手順

修正手順

修正手順

修正手順

左メニュー【アカウント情報】をクリックし、
をクリックします。

【単位団基本情報】ページから登録が完了した情報（登録者の情報・単位団基本情報）の修正をすることが可能です。
※一部、修正できない内容もございます。（氏名の『名』や資格情報の修正は市区町村スポーツ少年団または

都道府県スポーツ少年団へお問合せ下さい）

●代表メールアドレスの変更

●パスワードの変更

メールアドレスを変更する

「メールアドレス」を入力し、
をクリックします。

このような表示がされ、新しいメールアドレス
宛に確認メールが送信されるので、メール内
URLをクリックし変更を確定してください。

保存する

左メニュー【アカウント情報】をクリックし、
をクリックします。パスワードを変更する

「現在のパスワード」
「新しいパスワード」
「新しいパスワード(確認)」を入力し、

をクリックします。

※パスワードの変更にあたり、いくつかの必須
項目がありますので、画面青枠内の注意事項を
ご確認ください。

保存する
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修正手順

【基本情報】
登録した基本情報が表示されています。

『登録する』 をクリックする。
⇒「結成年月日」「保険加入の有無」が
修正できます。
※基本情報の登録→P10参照

【連絡先】
登録した連絡先情報が表示されています。

『編集する』 をクリックする。
⇒「代表者」「事務担当者」「事務担当者
連絡先」が修正できます。
※連絡先の登録→P11参照

【活動内容】
登録した活動内容情報が表示されています。

『登録する』をクリックする。
⇒活動内容が修正できます。
※活動内容の登録→P11参照

【団員】【指導者】【役員・スタッフ】
登録したメンバー情報が表示されています。

『名前』をクリック→『編集』をクリック
⇒「氏名（姓のみ）」「生年月日」が修正
できます。
※『名』の修正が必要な場合は、市区町村
スポーツ少年団へお問合せください。

※「今年度未登録」は、登録していないメ
ンバーとなります。
※追加登録方法→「追加登録（P42)」参
照

団員、指導者、役員・スタッフの『名』および保有資格情報は単位団では変更できません。
変更が必要な場合は、都道府県スポーツ少年団または市区町村スポーツ少年団へお問合せください。
また、メンバー登録画面において、既に表示されている人を別人に書き換えての登録等は絶対にしないよう

お願いいたします。

修正を行う際の注意点
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【年度】
・・登録を行った年度を選択できます。

【履歴】
・・登録した履歴情報が一覧表示されます。

こちらの一覧からは、「年度」「作成日」
「団員」「指導者」「役員・スタッフ」
「支払金額」が確認できます。

※『作成日』をクリックすると
より詳細な登録情報を確認することが
できます。

登録作業を行った履歴を確認することができます。
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