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令和 2年度登録・申込日程
注 新型コロナウイルス感染防止策により、下記日程は変更となる場合があります。

WEB操作開始日 WEB操作締切 書類提出日時 提出場所

加盟申込 調整中 締切なし 4月12日（日） 総会受付

（年度はじめ） （別途連絡）

加盟申込 調整中 締切なし 受付のある日 大会受付

（年度途中） （別途連絡） （随時） 審査受付

個人登録 調整中 締切なし 受付のある日 総会受付

（別途連絡） （随時） 大会受付

審査受付

春季大会 調整中 調整中 4月26日（日）（男子） 大会受付

（別途連絡） （別途連絡） 4月29日（祝）（女子）

春季大会１年生 調整中 調整中 追加した選手を提出書類 同 上

選手補充 （別途連絡） （別途連絡） に反映させた上で、上記大

会当日に提出

全国大会予選 5月1日（金） ５月1１日（月） 5月17日（日） 大会受付

午前8:00より 午後5:00まで

第 １ 回 段 位 5月1日（水） ５月22日（金） 5月23日（土） 小金井北高校

審査会 午前8:00より 午後12:00まで PM3:00～4:00

武 道 系 稽 古 5月1日（水） ５月31日（日） 6月1日（月）必着 郵送

①② 午前8:00より 午後17:00まで

秋季大会 6月1日（月） 7月1日（水） 8月19日（水）（男子） 大会受付

午前8:00より 午後17:00まで 8月20日（木）（女子）

普 及 指 導 8月1日（土） 9月25日（金） 9月26日（土）必着 郵送

講習会 午前8:00より 午後17:00まで

指導者講習会 8月1日（土） 10月2日（金） 10月3日（土）必着 FAX

午前8:00より 午後17:00まで

１級審査会 9月1日（火） 10月2日（金） 10月3日（土） 小金井北高校

午前8:00より 午後12:00まで PM3:00～4:00

形剣道大会 9月1日（火） 10月9日（金） 10月10日（土）必着 郵送

午前8:00より 午後17:00まで

支部大会 WEBによる取扱なし 支部より連絡 支部受付

新人大会 11月1日（日） 11月25日（水） 支部予選会の実施日 大会受付

午前8:00より 午後17:00まで

第２回段級位 11月16日（月） 11月27日（金） 11月28日（土） 小金井北高校

審査会 午前8:00より 午後12:00まで PM3:00～4:00

武 道 系 稽 古 12月1日（火） 1月11日（月） 1月12日（火）必着 郵送

③ 午前8:00より 午後17:00まで
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１ 登録申込システムへの入り方

１）高体連ホームページ（http://to-koutairen-kendo.org/）を開く。トップページを「お気に

入り」に登録しておくと、２回目以降簡単に開くことができます。

２）メニューボタンの中の、

「登録・申込」をクリ

ックする。

３）ログイン ID とパスワードを入力し

（①）、「ログイン」をクリックする

（②）。

注 このシステムを始めて利用される

学校は、アカウントの作成作業が必

要になります。くわしくは 7 ページ

以降をご覧ください。

２ 顧問の先生が異動や退職などで、顧問が変更になった場合の登録アドレスの変更などにつ

いて

顧問が交代となるなどの理由で登録アドレスを変更す

る必要が生じた場合には、以下の手順で登録しているア

ドレスを変更してください。

注 旧顧問の先生からログイン ID を必ず引き継い

でください。ログイン ID とパスワードを変更す

る場合も、旧のログイン ID が必要になります。

注 アカウントをあらためて作成することは絶対に

しないでください（データの紐付けが壊されま

す）。
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１）メインメニューの「加盟登録」をクリック

する。

２）「ユーザーアカウントの編集」を

クリックする。

３）高体連からの連絡などを受け取る新しい

メールアドレスを「Ｅメールアドレス」に入

力し、「メアド変更」をクリックする。

４）表示を読み、「ＯＫ」をクリックす

る。

５）表示を読み、「ＯＫ」をクリック

する。
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６）次の表示を読み、「はい」をクリッ

クする。

７）受信したメールを開き、①をクリッ

クして本登録画面に進む。

８）③に新しいメールアドレスを、④

には上記の②で発行された仮パス

ワードを入力して、「送信」をク

リックする。

９）表示を読んで、「ＯＫ」をクリ

ックする。

10）ログイン画面の①に前任者が使

用していたログインＩＤを、②

には上記の７）で発行された仮

パスワードを入力する。
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11）メインメニューの「加盟登録」をクリック

する。

12）「ユーザーアカウントの編集」を

クリックする。

13）①には後任者の氏名を入力する。

②は変更しないならそのまま、

変更する場合は任意のＩＤを入

力する。③は任意のパスワード

を入力する。最後に「保存」を

クリックする（④）（ ID、パス

ワードは変更をお勧めします）。

14）表示を確認し、「ＯＫ」をクリ

ックする。

15）メールを受信したことを確認する。

注 ログインＩＤやパスワードの

変更は、上記の要領で常時行

うことができます。
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３ 前年度に高体連剣道専門部へ加盟しておらず、新年度よりはじめてこのシステムを利用する

場合の初期作業について

初期作業として、アカウントの作成が必要になります。作業の前に任意のログイン ID

とパスワードを決めておいてください。

１）高体連ホームページを開く（http://to-koutairen-kendo.org/）。

２）メニューボタンの中の、「登録・申込」をクリックする。

３）画面下の「アカウントの作成」を行

うため、「上記説明を理解してアカ

ウントを作成します」のチェックボ

ックスにチェックを入れて（①）、

「アカウント作成」ボタンをクリッ

クする（②）。

４）「アカウント作成（仮登録）」の画

面になったら、メールアドレス、任

意の登録用パスワードを入力し、「送

信ボタン」をクリックする。

注１ このメールアドレスは以後、

剣道専門部からのお知らせなど

を受信する際にも使用されるも

のです。

注２ 登録用パスワードはアカウントの作成時以外に使用することはありません。

５）本登録を行うためのメールが届いた

ら、指示に従って本登録の画面に進

む。

注１ 10 分以内にメールが返信さ

れない場合は、迷惑メールフォ

ルダにメールが仕分けされてい

ないかご確認ください。

注２ メールが迷惑メールフォルダ

にも届いていない場合は、別の

メールアドレスで再度上記４）より仮登録を行ってください。
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６）「ユーザーアカウント作成」画面に

「氏名」、任意の「ログインＩＤ」、

任意の「パスワード」を入力し、「確

認画面へ」をクリックする。

注１ 複数の顧問の先生が当システ

ムを共有で利用する場合、ログ

インＩＤとパスワードは共有し

て差し支えない形で設定してください。

注２ メールアドレス、ログインＩＤ、パスワードはあとで変更することが可能です。

７）「確認画面」の内容で間違いがなけ

れば、「新規登録」をクリックする。

８）「利用者アカウント登録完了のお知

らせ」のメールを受信したことを確

認する（メールが届いたらアカウン

トの作成は完了です）。

９）上記の５）および８）で、メールが迷惑メールフォルダに仕分けされてしまった場合

は、 toksys.orgからのメールが受信拒否されないよう、メールの設定を変更する。


