
スポーツ少年団登録システム よくあるご質問（FAQ集） 

単位スポーツ少年団のご担当者様向け 

令和 2年５月 14日時点 

 

 

１．登録システムへのログインにお困りの方 
 

（1） アカウントの発行メール（再招待メール）が届いていない ・・・P.2 

（2） アカウントの発行メール（再招待メール）に記載の URLをクリッ

クすると「有効期限切れの URL」と表示される 

・・・P.3 

（3） アカウントの発行メール（再招待メール）に記載の URLをクリッ

クすると「既にパスワードの設定が完了しています」と表示される 

・・・P.4 

（4） ログイン IDがわからない ・・・P.4 

（5） 設定したパスワードでログインできない ・・・P.5 

（6） 設定したパスワードがわからなくなった ・・・P.5 

（7） パスワードを複数回間違えてしまい、ログインできなくなった ・・・P.6 

 

２．登録作業についてお困りの方 
 

（1） 単位団名称のフリガナを修正したい ・・・P.7～8 

（2） 指導者 2名以下または団員 10名以下で登録したい ・・・P.9 

（3） 単位スポーツ少年団の代表者、事務担当者を変更したい ・・・P.10 

（4） 登録期限がわからない ・・・P.11 

（5） 指導者登録の視覚確認画面で入力する JSPO 登録番号が何を指す

のかわからない 

・・・P.11 

（6） 指導者登録の視覚確認画面で入力する JSPO 登録番号欄に認定育

成員・認定員の資格認定番号を入力しても指導者登録ができない 

・・・P.12 

（7） 市区町村スポーツ少年団が登録料を設定していないため、登録料

等の決済ができない 

・・・P.12 

（8） 登録料の請求メールが届かないため、登録料の振込先口座がわか

らない 

・・・P.12 
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1. 登録システムへのログインにお困りの方 

 

（1） アカウントの発行メール（再招待メール）が届いていない 

 

➢  ① 市区町村スポーツ少年団にご連絡いただき、再招待メールの送信を依頼してください。 

 ② 再招待メールが届きましたら、記載されている URLよりパスワードの設定および規約 

の同意をしてログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①URL よりパスワード設定
と規約の同意を行う 

②初回設定後はこちらの URL
からログインを行って下さい。 



スポーツ少年団登録システム よくあるご質問（FAQ集） 

単位スポーツ少年団のご担当者様向け（令和 2年 5月 14日時点） 

3 

 

（2） アカウントの発行メール（再招待メール）に記載の URLをクリックすると「有効期限切れ

の URL」と表示される 

 

➢  ① URLの期限が切れており使用ができなくなっています。市区町村スポーツ少年団にご連絡

いただき、再招待メールの送信を依頼してください。 

 

 ② 再招待メールが届きましたら、記載されている URLよりパスワードの設定および規約 

の同意をしてログインしてください。 
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（3） アカウントの発行メール（再招待メール）に記載の URLをクリックすると「既にパスワー

ドの設定が完了しています」と表示される 

 

➢  すでにアカウント登録が完了しています。以下の URLよりログインをしてください。 

 

 【スポーツ少年団登録システムログイン URL】 

https://jjsa-entry.japan-sports.or.jp/login 

 

（4） ログイン IDがわからない 

 

➢  招待メールの本文にある宛名（10桁の数字：○○○○○○○○○○様）がログイン IDで

す。 

 

10桁の数字がログイン IDとなります。昨年度まで
のログイン ID（8桁）は使用できません。 
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（5） 設定したパスワードでログインできない 

 

➢  ① アルファベットの大文字と小文字、数字、記号入力の誤りの有無、8文字以上 16文以

下であることを確認し、再度入力をしてください。 

 ② それでもログインできない場合は、ログイン画面の「パスワードを忘れた方はこちら」

をクリックし、ログイン ID（10桁の数字）とシステムに登録されているメールアドレ

ス（招待メールが届いたメールアドレス）を入力すると、メールが届きます。 

 

 ③ メールに記載されている URLからパスワードを再設定してください。 

 

（6） 設定したパスワードがわからなくなった 

 

➢  ① それでもログインできない場合は、ログイン画面の「パスワードを忘れた方はこち

ら」をクリックし、ログイン ID（10桁の数字）とシステムに登録されているメール

アドレス（招待メールが届いたメールアドレス）を入力すると、メールが届きます。 

 
 

 ② メールに記載されている URLからパスワードを再設定してください。 

10桁のログイン IDと登録している連絡先メールアドレスを
入力すると、記載した連絡先メールアドレスにメールが届き
ます。メールに記載の URLよりパスワードを再設定して下さ
い。 



スポーツ少年団登録システム よくあるご質問（FAQ集） 

単位スポーツ少年団のご担当者様向け（令和 2年 5月 14日時点） 

6 

 

（7） パスワードを複数回間違えてしまい、ログインできなくなった 

 

➢  セキュリテイの観点からログインを 10 回失敗すると、アカウントロックがかかるように

なっています。市区町村スポーツ少年団にご連絡いただき、アカウントロックの解除を依

頼してください。 

 
 

  

ログイン IDやパスワードを 10回間違えた場合は、アカウン
トロックかかります。このように表示された場合は、市区町
村スポーツ少年団にご連絡ください。 
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2. 登録作業についてお困りの方 

 

（1） 単位団名称のフリガナを修正したい 

 

➢  ① 左メニュー欄の「団体名称変更申請一覧」をクリックします。

 

➢  ② 「申請する」から団体名称（カナ）に変更後の団体名（カナ）を入力し「申請する」をク

リックします。 

 

 

①「団体名称変更申請一覧」を
クリック 

②「申請する」をクリック 

変更する団体名称とカナを入力し 
「申請する」をクリック 
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➢  ③ 市区町村スポーツ少年団の承認の後、修正が反映されます。 
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（2） 指導者 2名以下または団員 10名以下で登録をしたい 

 

➢  ① スポーツ少年団登録規程・同規程施行細則に定める登録要件を満たしていない場合、登

録を進める画面で「確定」ボタンが出ません。市区町村スポーツ少年団にご連絡くださ

い。 
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（3） 単位スポーツ少年団の代表者、事務担当者を変更したい 

 

➢  ① トップページの連絡先の「編集する」ボタンをクリックしてください。 

 

➢  ② 代表者および事務担当者をそれぞれプルダウンで変更することができます。 

ただし、登録完了済みの指導者または役員・スタッフしか選択できません。 

 

 

  

プルダウンには「登録完了」している 
指導者、役員・スタッフしか表示されませ
ん。 
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（4） 登録期限がわからない 

 

➢  左メニュー欄の「メンバー登録」から【今年度更新一覧】の青枠内に、作業可能時間として

表示されます。 

 

 

（5） 指導者登録の資格確認画面で入力する JSPO登録番号が何を指すのかわからない 

 

➢  日本スポーツ協会より公認指導者資格の認定時に付与されている 7桁の番号です。 

指導者登録証の裏面に記載の資格番号（7桁） 

 

 

 

 

 

 

  

TAIKYO Taro 

公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者登録証 

 

氏  名： 体協 太郎    登録番号：0000000 

有効期限：2022.03.31 

保有資格：コーチ 
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（6） 指導者登録の資格確認画面で入力する JSPO登録番号欄に認定育成員・認定員の資格認定

番号を入力しても指導者登録ができない 

 

➢  JSPO登録番号欄に認定育成員・認定員の資格認定番号を入力しても指導者登録はできません。

令和元（2019）年度に、認定育成員または認定員としてスポーツ少年団に登録をしている場合

にのみ、資格認定番号を入力することなく、上下段とも「上記以外」を選択することで、理念

を学習した指導者として登録することができます。 

 

 

 

 

（7） 市区町村スポーツ少年団が登録料を設定していないため、登録料等の決済ができない 

 

➢  市区町村スポーツ少年団にご連絡いただき、登録料の設定を依頼してください。 

 

（8） 登録料の請求メールが届かないため、登録料の振込先口座がわからない 

 

➢  市区町村スポーツ少年団による確認にお時間をいただくことがあります。 

市区町村スポーツ少年団にご連絡いただき、状況を確認してください。 

 

 

 

認定員保有者は上下段とも「上記以
外」を選択する。認定員番号は既に
システム内に反映されているため、
JSPO 登録番号やその他登録番号に
認定番号を記入しないでください。 


