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更新：2022年３月

【Web-SWMSYSの仕様変更について】

　団体登録(更新･新規)および競技者登録(更新･新規)を行った後、トップページに｢登録料未納｣のお知らせが

　表示されます。このお知らせは、北海道水泳連盟が登録料の確認を行うまで表示されます。

　登録日から１ヶ月の間に登録料の支払いが確認できない場合は、北海道水泳連盟の権限によりWeb-SWMSYSを

　停止(使用不可)することがありますので、登録後は速やかに登録料の納入・書類申請を行ってください。

【登録料振込先】

　　　団体・競技者登録料を下記の指定口座へ団体名にてお振込みください。

　　※個人名で振込みの場合、登録料と団体の照合に時間を要します。その間に登録料未納でWeb-SWMSYSが

　　　停止することがありますので、必ず団体名でお振込みください。　　　

　　　　金融機関名：ゆうちょ銀行　　口座記号番号：02720－9－1911　　加入者名：(財)北海道水泳連盟

【提出書類・提出方法】※2022年4月より変更。

　　① 団体・競技者登録料明細票　

       ※北海道水泳連盟ＨＰの「登録･申請」 → 「Web-SWMSYSについて(登録・エントリー等)」よりダウンロード。

　　② 登録料振込の明細票

　    ※登録料の振込および書類提出は、Web-SWMSYS登録後10日以内とします。

　　③ 上記①・②をメールにて提出のこと。添付様式はＰＤＦまたはエクセルファイルとする。※写真画像は不可

　　④ 送信先／情報システム委員会宛て　　アドレス／　hsf@giga.ocn.ne.jp
    ⑤ 件名欄に「登録申請」と記載してください。

　　⑥ 本文に、団体名と申請者名を必ず記載してください。

　　※郵送も可。住所等は北海道水泳連盟ＨＰよりご確認ください。

【ログイン準備】

　(公財)日本水泳連盟ＨＰまたは、(一財)北海道水泳連盟ＨＰの｢競技者登録･エントリー Web-SWMSYS｣から

　ログインしてください。

【Web-SWMSYS稼動環境について】

　　ＰＣのＯＳについてはＷｉｎｄｏｗｓを使用してください。ブラウザの制約等はありません。

　　※Ｍａｃ不可、chromeは未確認。

※不明な点はお問合せください。　連盟事務局情報システム委員会　℡ 011-820-1684　火～金　10時～16時30分

Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳ簡易マニュアル［年度更新・追加登録編］

（ログイン～登録申請まで）

　　※本マニュアルは、新年度(４月～)に行う団体･競技者更新登録および年度途中の追加登録のための

　　　マニュアルです。翌年度更新期間中(３月１日～３月31日)は、本マニュアルの操作はできません。

北海道登録団体用（団体登録番号「01」から始まる団体）



(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会

更新：2022年３月

１－ログイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１Ｐ

２－団体年度更新登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２Ｐ

　　　※団体登録の年度更新登録手順

３－競技者年度更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３Ｐ

　　　※前年度登録者の年度更新および期中更新手順

４－競技者登録（新規・追加）

　　４－Ａ 新規競技者登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４Ｐ

　　　※過去に競技者登録を行ったことのない選手を登録する場合

　　４－Ｂ 競技者登録(番号・生年月日がわかる場合) ・・・・・・・・・・・・・・　６Ｐ

　　　※過去に競技者登録を行ったことのある選手を登録する場合

　　４－Ｃ 競技者登録(番号・生年月日がわからない場合) ・・・・・・・・・・・・　７Ｐ

　　　※過去に競技者登録を行ったことのある選手を登録する場合

　　４－Ｄ 競技者エントリー用登録者の正規登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・　８Ｐ

５－学年一括更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９Ｐ

６－登録申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10Ｐ

登録団体機能メニューの紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　12Ｐ
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１－ログイン

（１）

　　① ユーザーＩＤに団体番号(半角英数)を入力。

　　② パスワード(半角英数)を入力。※初期値は0000

　　③ 操作者名(漢字・ローマ字等)を入力。

　　④ 団体電話番号(半角英数)を入力後、ログインを押す。

（２）　　　 を押し、競技者登録ログイン画面を開く。

（３）

　　① 競技者登録用ユーザ名(初期値はuser)を入力。

　　② 競技者登録用パスワード(初期値は1111)を入力。

　　　　 ※いずれも半角英数

　　③ ｢同意します｣にチェックを入れ、ログインを

　　　 押すと登録団体機能メニュー画面に変わります。

　　　　　　　　　　　　　－ １ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会
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２－団体年度更新登録　※団体年度更新を行わないと競技者登録の更新はできません

（１）登録団体機能メニュー画面の　　　 を押し、団体登録変更画面　　　

　　　を開きます。

（２）　　　 部分の年度を変更し、確認にチェックを入れます。　

（３）　　　の該当競技欄には、必ず連絡者名等を入力してください。

（４）団体登録変更画面の内容に誤りがなければ、登録を押し団体登録の年度登録を行ってください。

　　　

　　　

（５）登録を押した後、画面左上の

　　　団体名を押し、登録団体機能

　　　メニュー画面へ戻ります。

　　　

　　　　　　　　　　　　　－ ２ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会
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３－競技者年度更新

（１）　　　 を押して年度更新処理画面を開きます。

（２）　     の年度未登録者一覧から、今年度登録を行う選手に　

　　　チェックを入れ年度更新を押します。

（３）年度更新を押した後、｢年度更新を受ました。処理状況は年度更新処理進行状況確認で確認できます。｣

　　　と表示されます。

　　① 続いて競技者登録(新規・年度新規登録)を行う場合は、画面左上の団体名を押し登録団体機能メニュー

　　　 へ戻ります。　→　４－競技者登録へ進む

　　② 競技者登録(新規・年度新規登録)を行わない場合は、年度更新処理進行状況確認を押してください。

　　　 →　③終了後５－学年一括更新へ進む

　　③ 年度更新処理進行状況確認画面で「あなたの処理依頼」右下の更新を押し処理完了を確認してください。

　　　 ※処理完了まで時間を要することがあります。

　　　 完了後は、画面左上の団体名を押し登録団体機能メニューへ戻ります。

処理が完了すると表示が変わります。

　　　　　　　　　　　　　－ ３ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会

選択：①または②

①

②
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４－競技者登録（新規・追加）

　登録を行う前に必ず下記を確認し、それぞれの操作手順で競技者登録を行ってください。

４－Ａ 新規競技者登録

（１）　　　を押し、競技者登録情報新規登録(競技者登録番号発行)

　　　画面を開きます。

（２）　　　内に必要事項を入力します。このとき、漢字氏名・カナ・

　　　ローマ字・生年月日等が正しい情報であるかを必ず確認してくだ

　　　さい。

（３）入力情報に間違いがなければ、　　　を押します。

　　　この時、過去の競技者情報に照会され同一の登録がなければ

　　　｢新規競技者登録番号を発行します。よろしいですか？｣

　　　[ＯＫ]・[キャンセル]のメッセージが表示されます。

　　　そのまま登録を行う場合は、[ＯＫ]を押します。　

　　　※この操作で登録料が発生します。

　※登録エラーが表示された場合は、競技者登録を行ったことがあり登録番号を

　　持っている競技者ですので、４－Ｂまたは４－Ｃの手順で登録してください。

競技者エントリー用登録者
翌年度大会エントリーのため、競技者エントリー用登録を行った
登録者の正規登録を行う。

４－Ｄへ進む

　　　　　　　　　　　　　－ ４ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会

４－Ａへ進む過去に日本水泳連盟競技者登録を行ったことのない選手。競技者登録番号なし

詳　　細 操作手順登録する競技者

過去に日本水泳連盟競技者登録を行ったことのある選手で
７桁の登録番号と生年月日がわからない場合。

４－Ｃへ進む

競技者登録番号あり

４－Ｂへ進む
過去に日本水泳連盟競技者登録を行ったことのある選手で
７桁の登録番号と生年月日がわかる場合。
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（４）[ＯＫ]を押すと、｢登録しました。｣のメッセージが表示されますので、[ＯＫ]を押して次に進みます。

　　　

（５）[ＯＫ]を押すと、競技者登録情報新規登録(競技者登録番号発行)画面が開き、

　　　競技者登録番号(仮)が発行されます。

　　　　　　の競技者登録変更を押して正規登録に移ります。

　　　

（６）競技者登録情報変更画面で、　　　内の登録内容を再度確認してください。漢字や生年月日に間違いが

　　　ある場合は、正しい情報を入力します。　　　

　　　内容に間違いがなければ、　　　の登録を押します。

　　　

　　　

（７）｢登録しました。｣のメッセージが表示

　　　されますので、[ＯＫ]を押して正規登録

　　　を行います。

（８）競技者登録情報変更画面が再度表示されます。

　　　続けて新規登録を行う場合は、(２)～(７)の操作を行ってください。

　　　競技者登録終了の場合は、画面左上の団体名を押して登録団体機能メニューへ戻ります。

（９）競技者登録終了後は、５－学年一括更新、６－登録申請の順で操作を行った後、登録料の支払いと

　　　書類申請を行ってください。

　　　　　　　　　　　　　－ ５ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会

発行された番号
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４－Ｂ 競技者登録(登録番号・生年月日がわかる場合）

（１）　　　を押し、競技者登録情報新規登録(競技者登録番号発行)

　　　画面を開きます。

（２）　　　に、７桁の競技者番号と生年月日を入力し検索を押します。

（３）入力された競技者番号と生年月日が登録情報にある場合は、氏名やカナ氏名等の競技者情報と、現在

　　　登録されている情報(団体番号・団体名称)が表示されます。内容を確認後、競技種目欄にチェックを

　　　付け　　　を押して登録を行います。

　　　※この操作で登録料が発生します。

　　　

（４）｢登録しました。｣のメッセージが表示されます

　　　ので、[ＯＫ]を押します。

（５）競技者登録情報新規登録画面が再度表示されます。

　　　続けて登録を行う場合は、(２)～(４)の操作を行ってください。

　　　競技者登録終了の場合は、画面左上の団体名を押して登録団体機能メニューへ戻ります。

（６）競技者登録終了後は、５－学年一括更新、６－登録申請の順で操作を行った後、登録料の支払いと

　　　書類申請を行ってください。

　　　　　　　　　　　　　－ ６ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会

競技種目欄
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４－Ｃ 競技者登録(登録番号・生年月日がわからない場合）
　　　

（１）　　　を押し、競技者登録情報新規登録(競技者登録番号発行)

　　　画面を開きます。

（２）　　　内に必要事項を入力します。このとき、漢字氏名やカナ、

　　　ローマ字・生年月日等が正しい情報であるかを必ず確認してくだ

　　　さい。入力情報に間違いがなければ、　　　を押します。

（３）入力された競技者番号と生年月日が登録情報にある場合は、氏名やカナ氏名等の競技者情報と、現在

　　　登録されている情報(団体番号・団体名称)が表示されます。内容を確認後、競技種目欄にチェックを

　　　付け　　　を押して登録を行います。

　　　※この操作で登録料が発生します。

（４）｢登録しました。｣のメッセージが表示されます

　　　ので、[ＯＫ]を押します。

（５）競技者登録情報新規登録画面が再度表示されます。

　　　続けて登録を行う場合は、(２)～(４)の操作を行ってください。

　　　競技者登録終了の場合は、画面左上の団体名を押して登録団体機能メニューへ戻ります。

（６）競技者登録終了後は、５－学年一括更新、６－登録申請の順で操作を行った後、登録料の支払いと

　　　書類申請を行ってください。

　　　　　　　　　　　　　－ ７ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会

競技種目欄
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４－Ｄ 競技者エントリー用登録者の正規登録

（１）　　　を押し、登録済競技者一覧画面を開きます。

（２）正規登録する競技者の　　　にチェックを入れます。

（３）　　　の対象競技にチェックを入れます。

（４）　　　の一括正規登録変更を押します。

（５）一括正規登録変更を押した後、メッセージが表示されます。

　　　[ＯＫ]を押して正規登録を行います。

　　　※この操作で登録料が発生します。

（６）正規登録を行った後、画面から対象競技者情報の表示が消えます。

　　　画面左上の団体名を押して登録団体機能メニューへ戻ります。

（７）競技者登録終了後は、５－学年一括更新、６－登録申請の順で操作を行った後、登録料の支払いと

　　　書類申請を行ってください。

　　　　　　　　　　　　　－ ８ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会
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５－学年一括更新

（１）　　　を押し、学年一括更新の画面を開きます。

（２）　　　を押し、更新を実行します。

（３）更新実行後、 完了　が表示されます。画面左上の団体名を押して登録団体機能メニューへ戻ります。

　　　　　　　　　　　　　－ ９ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会
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６－登録申請

（１）　　　を押し、登録状況確認画面を開きます。

（２）　　　を押し、競技者登録情報明細選択画面を開きます。

（３）未申請の登録者名が表示されます。　　　を押し、競技者登録情報一覧表画面を開きます。

（４）未申請登録者の申請を行います。

　　　　　　の申請実行を押してください。　　

（５）申請実行後、画面に申請受付済スタンプ

　　　が表示されます。

（６）　　　を押し、団体登録申請書画面

　　　を開きます。

※画面が変わるまで時間を要することがあります。

　　　　　　　　　　　　　－ １０ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会

申
請
実
行
後
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（７）画面の　　　内に表示されている登録人数分の登録料と団体登録料の合計が　　　内に表示されます。

　　　登録人数と総合計金額に間違いがないかを確認後　　　のタブを閉じ、Web-SWMSYSをログアウトします。

　※合計金額が違う場合は誤った競技者登録を行った事が原因です。その場合は、速やかに北海道水泳連盟

　　まで電話にてご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　－ １１ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会

以上の操作で、Ｗｅｂ－ＳＷＭＳＹＳ団体登録年度更新登録と競技者年度(新規･更新)登録は完了です。

本マニュアルトップページを参照のうえ、登録料の支払い及び書類申請を行ってください。

15000

37100

*******

*******

*******
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　　　※同じ色枠の項目は、どちらを押しても同じ画面が開きます。

　①　現在の団体登録情報を表示します。この画面では登録情報の変更はできません。

　②　団体登録情報の変更画面です。年度登録もこの画面から行います。

　③　新規競技者登録、追加(新規･年度)登録、他団体からの転入(異動)登録を行う画面です。

　④　正規登録している競技者の照会、削除および登録内容の変更を行う画面です。削除者や年度未登録者の

　　　の確認もこの画面で表示できます。

　⑤　他団体から自団体へ転入(異動)する競技者の登録を行う画面です。転入(異動)元の団体番号と競技者の

　　　漢字氏名、性別、生年月日、競技種目の入力が必要です。他団体からの異動登録は③でも行えます。

　⑥　自団体へエントリー用登録を行う画面です。主に、翌年度の大会へエントリーする際に使用します。

　⑦　エントリー用登録競技者の照会、削除および正規登録する場合はこの画面から行います。

　⑧　正規登録済み競技者および年度未登録者の年度更新登録を行う画面です。

　⑨　年度更新処理の進行状況を確認する画面です。

　⑩　登録者全員の学年を一括で更新できます。

　⑪　団体登録費、個人(競技者)登録費の単価を確認できます。

　⑫　登録している競技者の人数と登録費が確認できます。北海道水泳連盟へ団体・競技者登録申請を行う際

　　　に必要な書類もこの画面から作成します。

　⑬　Web-SWMSYSログインパスワード及び、競技者情報ユーザー名、パスワードの変更を行う画面です。

　⑭　Windows版SWMSYSへの連携データをダウンロードできます。Windows版を利用している団体は、ここから

　　　データをダウンロードできますが、あくまでもWeb-SWMSYSを正とお考えください。

　　　また、データの取扱いについては注意してください。

　⑮　競技会へのエントリーを行う画面です。大会申込みに必要な書類もこの画面から作成します。

　※各項目の詳細については、Web-SWMSYS内の｢取説のダウンロード｣でご確認ください。

登録団体機能メニューの紹介

　　　　　　　　　　　　　－ １２ －　　　　　　　　　　　(一財)北海道水泳連盟情報システム委員会
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