１．個人登録・大会申込み方法などについて
登録・移籍・追加登録・大会申込みの手続き全般についての注意
１． 各種手続きは設定された期間中しかできない仕組みになっています。
インターネットにつながっているコンピュータであれば、基本的にどこからでも手続きが可能です。
（申込書を印刷するときにプリンタが必要です。）

２． 各種手続きに設定された最終日の締め切り時間（13 時）を過ぎると、システム上一切手続きができません。
３． 各登録団体のパソコンのトラブルなどで手続きが期間中にできない場合、受付できないことになります。
期間中の前半に余裕をもって、各種手続きをおこなってください。

４． 各種手続きは、基本的にブラウザはインターネットエクスプローラーVer.11（IE11）をお使いください。
インターネットエクスプローラーVer.11 以外のブラウザでの動作は保証しかねます。
各種手続きは、「兵庫県テニス協会 web システム」から、必ず「操作マニュアル」を印刷し、マニュアル通りに
行って下さい。各マニュアルページには「印刷ボタン」がありますので、マニュアルを印刷し、手元において操作
方法を確認しながら作業を行ってください。（マニュアルは各画面の団体名の下に表示されている「▶ XXX について
のマニュアルはこちら」からもご確認いただけます。）
※マニュアルは、年間を通じて、同じマニュアルとは限りません。
※思いこみによる操作は重大なミスを招きますのでご注意下さい。
※高校の顧問の皆様へ：先生は県協会と高体連のシステムは全く同じではないので特にご注意ください。

５． 各種手続きについての問い合わせは、必ず「兵庫県テニス協会 web システム」の「お問い合わせ」フォームから
して下さい。
６．ログインＩＤとパスワードについて
■パスワードは各自で責任管理をしてください。
万が一忘れた場合は、事務局が本人確認をし、初期パスワードに設定をし直す作業を要します。
その後、各団体で変更していただくことになります。この場合、各団体の管理者が確認できる電話での対応となりますの
で、県テニス協会事務局が開いている平日の 10 時～17 時に限定させていただきますのでよろしくお願いいたします。

□高校の顧問の皆様へ：ログインＩＤとパスワードは県協会と高体連システムで共通のものになります。
（いずれかのシステムで変更をした場合は両システムに反映されるのでご注意ください。）

■ログインＩＤは一切変更できません。
７．各団体の情報及び選手情報の変更・訂正について
■個人番号は一切変更できません。
■団体番号、団体名、団体名略は各団体の画面では変更できません。
どうしても変更する場合は事務局に「お問い合わせ」でご連絡ください。

■各団体の所在地情報・連絡先・コーチ、顧問の情報などが変更になった場合は、それぞれの団体でマニュアルを
見ながら責任を持って変更してください。その際、住所表記などはあらかじめ入力されている形式に従ってください。
■各団体に所属する選手の情報の変更や訂正は、マニュアルに従い各団体で責任を持って変更をしてください。
※各団体が変更・訂正した内容は必ず「お問い合わせ」にて連絡してください。
８．高体連・中体連の顧問の皆様へ
□兵庫県テニス協会のジュニア登録システムでは、高体連や中体連の登録及び試合申込はできません。
高体連や中体連の諸手続きについてはそれぞれの団体の指示に従ってください。
なお、テニス協会側の各団体の略称は高体連や中体連のものとは異なります。
（○○高、△△中といった表記になります。）

９．複数メールアドレスの登録について
※確実に連絡が取れるよう、複数のメールアドレスや携帯電話のアドレスの登録にご協力ください。
メールは予期せぬサーバーのトラブルや長期間不使用によるアカウントの無効化など、様々な理由により届かないことが
あります。システムを有効に生かすために、よろしくお願いいたします。
なお、携帯電話のメールを登録されてもパソコンからのメール着信を拒否されている端末には、メールが届きませんので
あらかじめご了承ください。（指定ドメインのみ解除したり、一定のアドレスからのメールのみ受け付けるように設定で
きますので、必要に応じてお近くの携帯ショップにご相談ください。

10．事務局対応の日時について
兵庫県テニス協会の事務局は土・日・祝日以外の 10 時～17 時の対応を基本としております。
時間外の「お問い合わせ」（メールを含む）に対する対応が遅れますことをご了承ください。
各種登録期間及び試合申込期間は基本的に平日を中心に設けておりますのもそのためです。ご理解ご協力のほどよろしく
お願いいたします。

２０２０年度の個人登録手続きについて
【個人登録の意義】
この冊子にある兵庫県テニス協会主催および公認大会に出場する場合は、必ず個人登録をしてください。兵庫県テニス協会発行の個人番
号を持たない選手は、大会には出場することができません。
ジュニア選手の個人番号は、大会のドロー作成時と、大会終了後に個人の戦績をポイント化し、コンピュータでデータ処理をするのに必要
です。この個人番号を使用して、関西ジュニアランキングを作成していきます。原則として過去１年間の個人の大会結果を対象とし、次の大
会のシード選考に使用したり、海外遠征・沖縄遠征の選手選考や、日本テニス協会及び関西テニス協会の大会へ推薦するなど、多岐に渡り使
用いたします。
※新規登録者の個人番号はコンピュータシステムが自動発行します。所属団体の責任者は、ジュニア委員会ホームページよりカードをダウ
ンロードし、システムの画面で確認した個人番号を記入して所属選手にお渡しください。

Ⅰ【個人登録手続き（新規・継続）】 問い合わせは、必ず下記ＵＲＬの「お問い合わせ」フォームからお願いします。
登録期間
2020 年 6 月 19 日（金）～6 月 26 日（金） 最終日は 13:00 まで
① 記期間中に下記 URL よりログインしていただき、必ず操作マニュアルを印刷し、マニュアルに従って手続きをして下さい。
※追加登録の期間（下記期間以外は、受付できませんのでご注意下さい）※期間最終日は締切時間も設定しています。
兵庫県テニス協会 web システムＵＲＬ

https://hyogo-tennis.net/tennis_admin/association/logins/login/

② 協会より送付した「郵便払込取扱票」に記入し、登録費を郵便局で払い込みしてください。
口座番号
００９５０－０－９４５３２
加入者名
（一社）兵庫県テニス協会
※大会に出場しない高校３年生は登録不要です。出場する場合は登録してください。その際、個人登録費が必要になります。
次年度登録最終日は変更されます。
１人 1,000 円
個人登録費
次年度要項でご確認下さい。
本年度登録日～次年度登録最終日予定
有効期間
③ 申込み用紙、払込表〔郵便払込金受領証（コピー可）〕貼り付け用紙をＡ４判封筒で下記へ郵送してください。
URL での手続終了後、速やかに
〒651-2113
神戸市西区伊川谷町有瀬967-6-101
郵 送 先
（一社）兵庫県テニス協会 ジュニア登録係 郵送して下さい。

Ⅱ【個人登録手続き（追加登録）】 問い合わせは、必ず上記ＵＲＬの「お問い合わせフォーム」からお願いします。
追加登録期間 「大会申込」と同時にはできません。
（１）2020 年 7 月 3 日（金）～ 6 月 6 日（月）13:00 まで
（２）2020 年 7 月 13 日（月） ～ 7 月 17 日（金）13:00 まで
（３）2020 年 8 月 1 日（土） ～ 8 月 4 日（火）13:00 まで
（４）2020 年 9 月 28 日（月） ～ 10 月 2 日（金）13:00 まで
（５）2021 年 1 月 5 日（火） ～ 1 月 8 日（金）13:00 まで
①上記期間中に上記 URL よりログインしていただき、必ず操作マニュアルを印刷し、マニュアル通りに手続き下さい。
※追加登録の期間（上記期間以外は、受付できませんのでご注意下さい）※期間最終日はすべて 13 時最終締め切りです。
※大会に参加する予定の未登録選手は試合申込前の定められた追加登録期間に登録を済ませ、個人番号を取得してから大会申込みをして
下さい。
※他府県から兵庫県に転入や転校してきた場合、都道府県・所属団体名、主な戦績を所定の用紙に記載して（一社）兵庫県テニス協会に郵送
して下さい。

②協会より送付した「郵便払込取扱票」に記入し、登録費を郵便局で払い込みしてください。
口座番号
００９５０－０－９４５３２
加入者名
（一社）兵庫県テニス協会
※ジュニアの大会に出場しない高校３年生に登録費は不要ですが、出場する場合は、個人登録費 1,000 円が必要になります。
次年度登録最終日は変更されます。
１人 1,000 円
個人登録費
次年度要項でご確認下さい。
本年度登録日～次年度登録最終日予定
有効期間
③申込み用紙、払込表〔郵便払込金受領証（コピー可）〕貼り付け用紙をＡ４判封筒で下記へ郵送してください。
URL での手続終了後、速やかに
〒651-2113
神戸市西区伊川谷町有瀬967-6-101
郵 送 先
（一社）兵庫県テニス協会 ジュニア登録係 郵送して下さい。

Ⅲ【移籍（所属団体変更）】
移籍（所属団体変更）の期間
随時

問い合わせは、必ず下記ＵＲＬの「お問い合わせフォーム」からお願いします。

①所属団体を変更する場合は、新所属団体から「所属団体変更（移籍）」の申請をしていただくことになります。
②申請後、事務局が旧所属団体に確認し、承認をしないと完了しないシステムになっています。
□試合申込期間の後半などに行うと間に合わないことになりますのでご注意ください。
□試合申込後に移籍手続きをされても該当の試合のドローには反映されませんので、予めご了承ください。
※追加登録、大会申込みの期間を避けて、余裕を持って手続きをしてください。
※中高一貫教育の学校で○○中学から○○高校に進学した場合も団体名が変わるため「移籍」という形になりますのでご注意ください。

③前頁 URL よりログインしていただき、必ず操作マニュアルを印刷し、マニュアル通りに手続き下さい。
④未登録選手が移籍した場合、Ⅱ項の選手登録を忘れず行ってください。移籍だけでは選手登録になりません。

２０２０年度の大会申込みについて
□兵庫県テニス協会に未登録のジュニア選手は、追加登録をして、個人番号を取得してから申し込みをしてください。
※追加登録期間は、前頁でご確認下さい。
①申込期間中に下記ＵＲＬよりログインし、申し込んで下さい。
※必ず操作マニュアルを印刷し、マニュアル通りに手続きをお願いします。
兵庫県テニス協会 web システムＵＲＬ

https://hyogo-tennis.net/tennis_admin/association/logins/login/

②協会より送付した「郵便払込取扱票」に記入し、参加費を郵便局で払い込みしてください。
口座番号
※大会によって異なります。ご注意下さい。
加入者名
※大会によって異なります。ご注意下さい。
③申込み用紙、払込表〔郵便払込金受領証（コピー可）〕貼り付け用紙をＡ４判封筒で下記へ郵送してください。
郵 送 先

※大会によって異なります。ご注意下さい。

URL での手続終了後、速やかに郵送
して下さい。

※申込期日は大会によって、異なります。大会要項でご確認下さい。
【注意】
①すべて web による申込みとなります。申込期間中しか手続きができない仕組みになっています。
②また、申込み期間の最終日の締切時間を過ぎても、手続きができません。
③期間中の前半に余裕をもって、申込み下さい。
④大会申込みについての問い合わせは、必ず上記ＵＲＬのお問い合わせフォームからして下さい。

－参考－
※大会の申込み前に追加登録期間を設定しています。
登 録 日 程
登録・追加登録の期間(最終日締切時刻）
登録

6/19 (金) ～ 6/26(金)

大会申込み日程
大会名

大会 web 申込み期間

13:00
県ｼﾞｭﾆｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 中止

追加登録
(1)
追加登録
(2)
追加登録
(3)
追加登録
(4)
追加登録
(5)

7/3(金) ～ 7/6(月)

13:00

ｻﾏｰｼﾝｸﾞﾙｽ小学生大会 中止

6/15 (月) ～ 6/23(火)

13:00

夏季ジュニア(15U)

7/6 (月) ～ 7/10(火)

13:00

サマーチャレンジ U17 中止

7/13(月) ～ 7/17(金)

13:00

夏季ジュニア(17U)

7/27(月) ～ 7/31(金)

13:00

8/1(土) ～ 8/4(火)

13:00

夏季ジュニア(11～13U)

8/3(月) ～ 8/7(金)

13:00

9/28(月) ～ 10/2(金)

13:00

ウィンタージュニア

10/12(月) ～ 10/16（金)

2021.1/5(火 )～ 1/8(金 )

13:00

MUFG ジュニア県予選

1/9(土) ～ 1/12(火)

兵庫県春季ジュニア

1/12(火) ～ 1/19(火)

13:00
13:00

