
「東京都高体連テニス専門部ネットエントリーシステム」は、東京都高体連テニス専門部に

加盟する学校の各種登録や大会申請などに関するページです。 
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■ ログインまで

URL　：　http://tokyo-koutairen-tennis.com

１．ID （加盟校の電話番号）、パスワード を 入力してログインしてください。

ログインすると、加盟校名が表示されます 



■ 年度初め（加盟校登録）

１．トップ画面より

　＜加盟校登録＞
１．トップ画面にて、 [加盟校登録] を選択すると以下の画面が現れます。

 ・ 学校情報に変更がある場合は、「学校情報の変更」手続きを行ってください。

年度初め、「加盟校登録」より登録手続きを

行って下さい。 

※加盟校登録が完了すると、非表示になり

顧問など学校情報の変更がある場合は、

「学校情報の変更」をクリックして訂正を行っ

新年度も登録する部を選択し、[更新]をク

リックしてください。 



２．登録する部に誤りがなければ、[次へ]をクリックしてください。

３．加盟費が発生する学校は決済リスト画面が表示されますので、決済手続きを完了してください。

 ・ 登録内容・金額に誤りがないことを確認し、修正等がない場合は決済手続きにお進みください。

【ご注意】
コンビニ決済画面まで進むと、TOPページから「加盟校登録」へのリンクが非表示になります。
必ず、コンビニ決済手続きまで操作してください。

誤りがない場合は[次へ]を、訂正したい場合

は[戻る]をクリックしてください。 

都立高は加盟費が発生しませんので、上の

[次へ]をクリックすることで加盟登録手続き

決済担当者を選択してください。 

※決済手続き完了後、コンビニ決済のお支

払い番号通知のメールが届きます。 

登録内容に誤りがない場合、[決済開始]をク

リックして、加盟費の決済手続きを行ってく

ださい。 



＜コンビニ決済の画面＞
　・ご希望のコンビニエンスストア名をクリックし、決済手続きを行ってください。

　・コンビニエンスストア各社により画面は異なります。内容に従ってご購入手続きを行ってください。

５．決済情報とお支払い
・支払い情報が表示されますのでご確認のうえ、コンビニでのお支払いをお願いします。

　※ お支払い方法はコンビニ各社で異なります。
参考 ： http://www.epsilon.jp/service/conv.html#pay

コンビニ決済画面上の 「戻る」 、 

またブラウザの 「戻る」 は、 

絶対に使用しないでください。 

ファミリーマートのみ、お名前（カタ

カナ）の入力も必要です。 

http://www.epsilon.jp/service/conv.html


■ 年度初め（監督・選手の継続更新登録）

１．トップ画面より
・加盟登録手続きが完了すると、監督・選手の更新手続き、新規登録などが行なえます。

２．監督・男子選手・女子選手の継続登録者にチェックを入れ、更新手続きを行ってください。

一年生など新規登録者は、[新規登録]より登録手続きを行ってください。

昨年度の登録者は一覧より継続更新

手続きが行えます。 

監督・男子選手・女子選手それぞれの

[継続更新登録]よりお手続きください。 

一年生など新規に登録する場合は[新

規登録]よりお手続きください。 

「全チェック」にチェックを入れると、一覧リスト

全員にチェックが入り、更新対象になります。 

継続登録者にチェックを入れ、[継続登録]をク

リックしてください。更新手続きが完了です。 

※更新しない監督・選手は[削除]ボタンにて削

修正等がある場合は、「変更」をク

リックすることで、登録情報の修正が 



■ 監督・選手の登録 （新規登録 / 変更 / 削除）

１．トップ画面より

　＜新規登録＞
トップ画面にて、 [新規登録] を選択すると以下の画面が現れます。

 ・ 監督の登録 の場合、以下のフォームに記入のうえ [登録完了] へ進んでください。
   "★" 印があるものは入力必須項目です。

「新規登録」 にて、新しい監督/選

「登録者の確認/変更」 にて、登録済の監督/

選手の確認、変更、削除 が行えます。 

「CSVでダウンロード」にて、登録済の監督/選手をダウンロード

してExcel等にて確認できます。 



 ・ 選手の登録の場合、以下のフォームに記入のうえ [一括更新] へ進んでください。
　　（ １人づつ登録する場合も [一括更新] で登録に進んでいただけます ）

選手情報を入力してください。全ての情報が入力されていない

場合は登録がスキップされます。 

続けて別の人を登録する場合は「選手追加」を、その時点で登

 

選手の登録では、エクセルからの一括登録をすることも可能です。 
 

  (1) 「男子選手新規登録用エクセルフォーマットのダウンロード」 をクリックし、 

      ファイルをダウンロードします。 
 

  (2) ダウンロードしたファイルを開き、 

      選手情報を入力し保存します。 
 

  (3) [参照] より、選手情報が入力された 

      ファイルを選択し、 [アップロードする] 

      にて登録が完了します。 



　＜変更 / 削除＞
トップ画面にて、 [登録者の確認/変更] を選択すると以下の画面が現れます。

※ 注意！

選手の削除を行うと、同選手の関連情報（前回大会順位など）も削除されます。

一度削除された情報は元に戻りませんので気をつけて実施してください。

１人づつ変更する場合は [編集] を押下

し、次の画面で各項目を更新して登録

削除する場合は [削除] を押下し、次の

画面で対象者を確認のうえ削除をしま
一括して変更する場合は [一括編集] を

押下し、次の画面で各項目を更新して



■ 大会登録 ： ボーナスポイントの確認と、先取り申請
先取りコートボーナスの確認・申請 期間中、トップ画面に以下の表示があらわれます。

・ [確認する] で、現在のポイント数の確認ができます。

・ [申請する] で、先取りコートボーナスの申請ができます。

　※ 期間中であれば１度申請した内容を変更することが可能です。
　　　本画面にて、同様に申請をしてください。

複数名を申請する場合は、カンマで区

切って記入してください。 

本画面から選択できない項目や内容が

あれば、こちらに記入してください。 

サーフェスを選択してください。 

該当するものがない場合は、「その他」

日取りごとに、面数 と 割り当て可能先 

を選択してください。 

[確認] を押下し、次の画面で登録内容を

確認のうえ、[申請登録する] を押下しま



■ 大会登録 ： 大会エントリーとお支払い
１．トップ画面にて、大会名より [登録] を選択します。

 ※ 男子/女子 の シングルス/ダブルス に、任意で割り当てのできる追加枠をもっている場合、
　　以下画面があらわれますので、追加枠の利用を選択し [確認] を押下てください。
　　続く画面にて枠数の確認が表示されますので、問題なければ [登録] をしてください。
　　なお、登録後の枠の変更はできません。

２．監督と緊急連絡先を登録します。
緊急連絡先は初期値として監督の情報が入ります。変更のある場合には修正してください。

任意で割り当てのできるボーナスポイント数で

どの枠に追加するかを選択し、確認を押下してくださ

い。 

基本枠＋固定追加枠 の エントリー枠数が表示されます。 



３．選手をエントリーします

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

追加枠がプラスされた分の枠数が表示されます。 

校内実力順に上からエントリーしてください。 

前回大会での順位は自動で判断されます。 

その他の戦績は、１つづつ戦績1～3に記入してください。 

選手一覧から選択してください。 

確定された選手はリストに表示されません。 

完了したら、[登録内容を確定／決済開始] を押下してくだ

さい。女子部の登録ができる場合には [続けて女子を登録

する] を押下して、同様に女子のエントリーをしてください。 

プルダウンより選手を選択し、戦績の入力が完了し

たら 

[確定] を押下してください。背景色が灰色となります。 

選手を選択 または [確定]を押下したタイミングにて、 

以下の情報が自動で引き込まれます。 

 ・シングルス： 前回大会戦績／前々回大会戦績 

 ・ダブルス： 前回大会戦績 



４．登録内容の確定と決済

以下の確認画面があらわれます。
[OK] を押下すると、コンビニ決済の画面に遷移します。
コンビニ決済の画面に遷移したあとは、必ず手続き完了まで 操作をしてください。

登録情報（選手名／金額） に間違いがないかを確認してください。 

決済担当者に決済情報のメールが送信されます。 

コンビニによって異なりますが、支払い時に必要な

「払込番号」等が記載されています。 



＜コンビニ決済の画面＞
　・ご希望のコンビニエンスストア名をクリックし、決済手続きを行ってください。

　・コンビニエンスストア各社により画面は異なります。内容に従ってご購入手続きを行ってください。

５．決済情報とお支払い
・支払い情報が表示されますのでご確認のうえ、コンビニでのお支払いをお願いします。

　※ お支払い方法はコンビニ各社で異なります。
参考 ： http://www.epsilon.jp/service/conv.html#pay

コンビニ決済画面上の 「戻る」 、 

またブラウザの 「戻る」 は、 

絶対に使用しないでください。 

http://www.epsilon.jp/service/conv.html


６．エントリー／決済 の 確認
・トップページにて、大会申請のエントリーステータスが 「登録完了」 となります。
 男子情報確認が、「表示」 となり、エントリー選手を確認することができます。

・トップページにて、お支払い状況が「未入金」の決済情報が表示されます。

・入金完了するとトップページの [印刷メニュー] の [領収書印刷] から、決済情報の確認ができます。

※ コンビニエンスストア発行ではなく、東京都高体連テニス専門部名の領収書が必要な場合は
　[領収書発行] から、PDFでの領収書を発行できます。

－ 以上 －


