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【２０１７年4月1日版】 

Team JBA（日本バスケットボール協会新会員登録管理システム）  
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目的 

公益財団法人日本バスケットボール協会 会員

登録管理システム（以降Team JBA）のチー
ム登録方法について、福島県ミニバスケッ
トボール連盟に所属するチームのための
手順書として、利用するものです。 
 

※手順そのものは、Team JBAが提供する登録ガイドを基準
にして作成しております。 
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目次 
１、新規チーム・団体責任者登録マニュアル 

  （Ｐ４～Ｐ１４） 

２、チーム継続加入申請マニュアル 

  （Ｐ１６～Ｐ２３） 

３、メンバー登録マニュアル 

  （Ｐ２５～Ｐ３７） 

４、県ミニ連加盟届出書入力マニュアル 

  （Ｐ３９～Ｐ４３） 

５、加入選手一覧のＰＤＦ出力（Ｐ４４・４５） 
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１、新規チーム／団体責任者登録（１） 

【手順1】 

ホームページのアドレスに 「 HTTP://team-jba.jp 」入力して、
Team JBAのTOPページにアクセスします。 

【手順2】 

「チーム／団体責任者ＴＯＰ」の文字を
クリックします。 
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１、新規チーム／団体責任者登録（２） 

【手順３】 

「新規登録」ボタンをクリックして、チーム
の新規登録を行います。 
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１、新規チーム／団体責任者登録（３） 

【手順４】 

規約内容を確認して、「利用規約に同意する」の
ボタンをクリックします。 
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１、新規チーム／団体責任者登録（４） 

【手順５】 

チーム内で、責任者１（１人目の責任者）になる方のメール
アドレスを入力して、「登録する」のボタンをクリックします。 

※チーム登録後に責任者２（２人目）を設定して、２名でチーム内の登録情報
の管理をすることになります。 
（福島県ミニ連では運用ﾙｰﾙとして、２人目の責任者に各地区競技委員長を登録して、選手の登録
情報管理を行います） 
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１、新規チーム／団体責任者登録（５） 

【手順６】 

手順５で登録したメールアドレスに、メールが送信されて
くるので、メッセージ内のホームページのアドレスをクリッ
クして、インターネットを起動します。 
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１、新規チーム／団体責任者登録（６） 

【手順７】 

チーム登録を開始するので、「チーム」を選
択して、「次へ進む」ボタンをクリックします。 
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１、新規チーム／団体責任者登録（７） 

【手順８】 

事前に説明した、福島県ミニバスケット
ボール連盟の加入コード
「320709071168」入力して、「団体の確
認」ボタンをクリックし、団体名を必ず、確
認してください。 

【手順９】 

団体名が正しく表示されたら、「次へ進
む」のボタンをクリックします。 
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１、新規チーム／団体責任者登録（８） 

4XXXXXXXX 

福島県ミニバスケットボールスポーツ少年団 

フクシマケンミニバスケットボールスポーツショウネンダン 

【手順１０】チームの情報を入力します。 

●チーム名：全角３０文字以内で入力し
ます。 
●フリガナ：全角６０文字以内で入力します。 

●性別を選択します。 

●チームID公開は、チェックしません 

チーム番号には、昨年度のチーム番号を入
力してください。 

●小学校区数は、チームを構成している学
校数を入力してください。 

例：半角数字のみ「2」 

※この画面は、登録内容確認画面です。 

0709XXXXXXX 
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１、新規チーム／団体責任者登録（９） 

 

【手順１１】 

チームの責任者１（１人目）
の情報入力します。 

責任者２（２人目）は各地区
の競技委員長になります。 
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１、新規チーム／団体責任者登録（１０） 

【手順１２】 

チーム、責任者、加盟料な
どの登録内容を確認して
「登録する」のボタンをクリッ
クします 

2,000円 

8,000円 
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１、新規チーム／団体責任者登録（１１） 

123456789012 

210987654321 

福島県ミニバスケットボールスポーツ少年団 

【手順１３】 

チームIDと責任者IDを確認してチー
ム／団体責任者の登録処理が完了
です。 

※福島県ミニ連盟の承認が行われる
までは、選手登録はできません。 
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１、新規チーム／団体責任者登録（１２） 

• 以上で、「新規チーム／団体責任者」の登録
処理は、完了です。 

 

• 福島県ミニ連盟の承認後、「３、メンバー登録
マニュアル」のステップへ進んでください。 
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２、チーム継続加入申請マニュアル（１） 

【手順1】 

ホームページのアドレスに 「 HTTP://team-jba.jp 」入力して、
Team JBAのTOPページにアクセスします。 

【手順2】 

「チーム／団体責任者ＴＯＰ」の文字を
クリックします。 
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２、チーム継続加入申請マニュアル（２） 

【手順３】 

ＩＤとパスワードを入力。責任者ＩＤは
チームＩＤ９桁に最後「１」を入力します。 

男子「４５０●●●●●●１」 

女子「４６０●●●●●●１」 

パスワードは昨年度責任者が設定 
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２、チーム継続加入申請マニュアル（３） 

会津ミニバスケットボールスポーツ少年団 責任者 会津太郎さん 

【手順４】 

「継続加入申請を行う」を選択する。 
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２、チーム継続加入申請マニュアル（４） 

会津ミニバスケットボールスポーツ少年団 責任者 会津太郎さん 

【手順５】 

団体名称を確認
し「次へ」を選択
する。 
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２、チーム継続加入申請マニュアル（５） 

【手順６】 

小学校の構成数
を全角数字で入
力する。 

【手順７】 

「確認画面へ」を
選択する。 
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２、チーム継続加入申請マニュアル（６） 

【手順８】 

登録内容を確認し「継続加
入申請を出す」を選択する。 
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２、チーム継続加入申請マニュアル（７） 

※責任者を変更する場合 

「責任者の確認／変更」を選択 
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２、チーム継続加入申請マニュアル（８） 

「登録内容の変更」より変更してください。 

責任者２は地区の競技委員長に設定さ
れています。 

会津ミニバスケットボールスポーツ少年団 責任者 会津太郎さん 



２、チーム継続加入申請マニュアル（９） 

• 以上で、「チーム継続加入申請」の登録処理
は、完了です。 

 

• 福島県ミニ連盟の承認後、「３、メンバー登録
マニュアル」のステップへ進んでください。 
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３、メンバー登録マニュアル（１） 

マイページより「昨年度所属
選手の継続手続きへ」選択 

会津ミニバスケットボールスポーツ少年団 責任者 会津太郎さん 
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３、メンバー登録マニュアル（２） 

「継続加入」「継続加入しない」・身
長・学年・小学校名等を確認して「確
定」してください。 

その後、マイページへ進む 



３、メンバー登録マニュアル（３） 
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３、メンバー登録マニュアル（４） 

配下選手一覧を確認する。 

なお、パスワードは「１２３４」
に統一してください。（県ミニ
連統一） 

昨年度途中で退部し、選
手の継続をしない場合は
「退部させる」をクリックす
る。 
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３、メンバー登録マニュアル（５） 

追加で選手を登録する場合 

「選手一括登録」を選択 
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３、メンバー登録マニュアル（６） 

注） 

パスワードは「１２３４」
に統一してください 

未記入のままでよい 
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注） 

生年月日の入力は間違い
のないようによく確認をして
入力してください 



３、メンバー登録マニュアル（７） 

競技者の入力が完了したら
「次へ」ボタンをクリックします。 
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３、メンバー登録マニュアル（８） 
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３、メンバー登録マニュアル（９） 

一括支払い確認画面 



３、メンバー登録マニュアル（１０） 

支払対象者を選択し
て、「次へ進む」ボタ
ンをクリックします。 
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３、メンバー登録マニュアル（１１） 

合計金額を確認し、次
へのボタンをクリックしま
す 
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３、メンバー登録マニュアル（１１） 

システムの登録作業は完了です。 
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※登録料の支払いは後日、連盟の指示に
従ってください。 



３、メンバー登録マニュアル（１２） 

請求金額と受付番号を確認
して、ファミリーマートまたは、
ローソンなどで支払いを行っ
てください。 

システム処理が完了すると、財団法人日本バスケットボール協会か

らお支払い受付番号のお知らせが、メールで通知されます。 
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以上で、Team JBA登録作業が
完了です。 
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４、県ミニ加盟登録届出書へ記入手順（１） 

福島県ミニバスケットボール連

盟ＨＰより「加盟登録届出書」を

ダウンロード 



４、県ミニ加盟登録届出書へ記入手順（２） 

Excel出力を選択 

選手一覧Excel出力をクリック

し、データをダウンロードする 
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平成２６度福島県競技者登録

№ メンバーID 氏名 氏名（カナ） 氏名（ローマ字） 年齢（4/1時点） 生年月日 性別 身長 体重 所属状態 所属完了日 学年 小学校名

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Excelデータをダウンロード後、ファイルを開
きＥ列（メンバーID）からＱ列（小学校名）を
人数分コピーする。 

コピーしたデータを県ミニ加盟届出書の競技
者登録欄メンバーＩＤのNo１にカーソルを合
わせて貼り付けをすると、全項目が張り付け
されます。 

 

４、県ミニ加盟登録届出書へ記入手順（３） 
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４、県ミニ加盟登録届出書へ記入手順（４） 
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４、県ミニ加盟登録届出書へ記入手順（５） 

平成２６年度福島県競技者登録（例）

№ メンバーID 氏名 氏名（カナ） 氏名（ローマ字） 年齢（4/1時点） 生年月日 性別 身長 体重 所属状態 所属完了日 学年 小学校名

1 123456789 会津 太郎 アイヅ タロウ 12 2014/1/1 男性 150 40 加入承認済み（未納） 小学６年 ○○小学校

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

加
入
承
認
済
み
（
未
納
）

と
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

コピーを含め

２部提出
(地区、県ミニ連)

Team JBAのエクセル様式のE列（メンバーＩＤ）からQ列（小学校名）を

コピーして貼り付けすること

※手入力はしないでください。

空
欄
の
ま
ま
で
す
。
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学年順に整理する必要はありません。 

貼り付けたままにしてください。 



５、加入選手一覧のＰＤＦ出力（１） 

登録会に提出する書類として、マイページ内
「チーム加入選手一覧（PDF出力）」を選択 
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年齢計算の基準日を 

【２０１７年４月１日】 
と入力し出力後、プリントして２部提出 

会津ミニバスケットボールスポーツ少年団 責任者 会津太郎さん 

５、加入選手一覧のＰＤＦ出力（２） 
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○１次登録会（５月） 

   １・スポーツ少年団登録用紙（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ号様式）のコピー 

     ・団員・指導者の漢字の間違いに注意 

     ・領収印を忘れずに 

   ２・チームＪＢＡの選手一覧ＰＤＦファイル 

     ・年齢計算基準日を【２０１７年４月１日】とすること 

   ３・福島県ミニ連加盟登録届出書 

      

   ☆上記、各２部を提出 

 

  ※【重要】登録料の支払いは連盟からの指示があるまで行わないこと 

    

 注）福島県ミニ連加盟登録届出書のＥｘｃｅｌデータを登録会前々日までに 

   競技委員長へメールで送信してください。 

連絡事項）登録会提出書類（１次登録） 
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連絡事項）登録会提出書類（２次登録） 

○２次登録会（８月） 

   １・スポーツ少年団追加登録用紙のコピー 

     ・団員・指導者の漢字の間違いに注意 

     ・領収印を忘れずに 

   ２・チームＪＢＡの選手一覧ＰＤＦファイル 

      ・年齢計算基準日を【２０１７年４月１日】とすること 

   ３・福島県ミニ連加盟登録届出書 

      

   ☆上記、各２部を提出 

 

  ※登録料支払い後の手続きになります 

 

 注）福島県ミニ連加盟登録届出書のＥｘｃｅｌデータを登録会前々日までに 

   競技委員長へメールで送信してください。 

 

※２次登録会以降に入部した選手・指
導者は１１月の優勝大会には出場でき

ませんのでご注意ください 
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連絡事項）登録会提出書類（３次登録） 

○３次登録（２月新人戦大会） 

 

   １・福島県ミニ連加盟登録届出書 

      

    ☆上記、各１部を提出 

 

   ※チームＪＢＡへの登録は行いません【チーム・選手】 

    

 

 注）福島県ミニ連加盟登録届出書のＥｘｃｅｌデータを登録会前々日までに 

   競技委員長へメールで送信してください。 

 


