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1. 事前にご準備・ご確認いただくもの
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■事前の登録にあたり、以下についてご準備・ご確認をお願いいたします。

1) マスターズ水泳協会への登録とクラブへの所属証明
下記URLよりマスターズ水泳協会へのご登録を事前に完了させてください。
URL : https://www.masters-swim.or.jp/team_10team_kanri.php

2) 登録用顔写真データ
※以下、写真データ要件
・白黒ではなくカラーのもの
・W425×H566ピクセル以上
・1MB以下
・JPGもしくはJPEG形式
・直近6か月以内に撮影したもの（運転免許証やパスポートのコピー、スキャンは不可）
写真見本参照：
https://registration.fina.org/Content/docs/Fina_Accreditation_Photo_Require

ments.pdf

3) 顔写真付き身分証明書データ（PDF形式）
※公的機関が発行した身分証明書が対象です。
顔写真が掲載されているページのデータをご用意ください。
例）パスポート、運転免許証など

4) クレジットカード（VISAカード、Masterカードのみ）
※大会登録費、競技参加費の支払いに必要です。

クレジットカード決済エラーが多発しています！
世界マスターズ水泳への大会参加登録システムでの支払いは海外取引のため、
クレジットカード会社が不正取引と判断し、決済を保留にしている可能性がございます。
エラーが発生した場合は、一度ご自身のクレジットカード会社へご連絡いただき、
世界マスターズ水泳の参加費支払いのため海外取引を行う旨を伝えたうえで再度支払いを行ってください。

https://www.masters-swim.or.jp/team_10team_kanri.php
https://registration.fina.org/Content/docs/Fina_Accreditation_Photo_Requirements.pdf


2. 登録手順
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世界マスターズ水泳選手権2023九州大会への参加を希望される方は、大会参加登録
システムのWorld Aquatics GMS(General Management System)のPublic
Portalより参加登録をしていただく必要があります。
URL : https://registration.worldaquatics.com/

Public Portalは一般に公開されているWorld Aquatics (世界水泳連盟)の参加登録
システムの一部です。
誰でもアカウントを作成でき、アカウントを作成すると、World Aquaticsのイベントへの申し
込みができるようになります。

システムの利用はGoogle Chromeのブラウザを推奨しています。

【登録手順】 ※登録はすべて英語で入力してください

① アカウント作成

② プロフィール登録

③ 大会（イベント）へのエントリー

④ スポーツエントリー



3. アカウント作成
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① World Aquatics GMSのアカウントをお持ちでない方は「Create account」をクリッ
クして、新規アカウント登録をお願いします。

※ アカウント登録が完了したら「Login」に登録情報をご入力いただき、大会へのエントリー
に進むことが可能です。(入力方法はP.7参照)

①

※



3. アカウント作成
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② TOP画面で「Create account」をクリックすると、下記入力画面が表示されます。
赤枠への入力はアカウント作成のために必須となりますのですべて入力をしてください。

Emailは今後連絡を受信するためのメールアドレスを入力してください。

Categoryは以下からご選択ください。
・Masters Athlete（選手として競技に参加する方）
・Masters Coach（選手としてではなくコーチとして競技に参加する方）
・Masters Accompanying person（家族、友人、サポートスタッフなど）
※選手としてもコーチとしても競技に参加する場合は「Masters Athlete」を
選択してください。

※カテゴリーを誤って登録した場合は、World Aquatics
（gms@worldaquatics.com）(英語)へ直接お問い合わせください。

Passwordはご自身で設定してください。
6文字以上で設定いただく必要があります。

全ての項目の入力が完了したら、青枠の「Create account」をクリックしてください。

②



3. アカウント作成
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③ アカウントの作成が完了したら、登録いただいたメールアドレス宛に確認用のリンクが送
られます。「Go to sign in page」をクリックしてください。

④ その後、World Aquaticsから届くメールにあるURLをクリックして、作成したアカウント
を有効にしてください。以上でアカウントの作成は完了となります。

③



4. ログイン
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① アカウントが有効になると、「Login」への必要事項の入力をしていただくことでポータル
サイト内にアクセスすることができるようになります。

Email、Passwordはアカウント作成時に登録いただいた内容で入力してください。

Remember meのタブにチェックを付けると以降ログイン時の入力が省略されます。

「I accept the Terms and conditions」のタブは必須項目です。
必ず内容を確認いただきチェックを付けてください。

上記入力が完了後、青枠の「Login」をクリックするとポータルサイトにアクセスできます。

①



5. ホーム画面
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ホーム画面はタブに分けて管理されています。

最初にログインした際には、「Home」タブをクリックしてください。
ホーム画面には重要なお知らせやタスクが表示されます。

初めに、プロフィールをご登録いただくため、「Go to profile」をクリックしてください。

こちらをクリックしてください。



6. MY PROFILE
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原則として全ての項目を入力してください。
入力必須項目は赤枠で囲まれています。

すべて入力が完了したら左上青枠の「Save」をクリックしてください。

身分証明書に記載されている
氏名を入力してください。

旧姓など、大会で使用したい氏名が
身分証明書の氏名と異なる場合に

ご入力ください。

「Masters Club」と入力してください。

登録内容は必ずすべて英語で入力してください。
(氏名の入力例)
Given Name：Hanako
Family Name：FUKUOKA

女性の場合はFemale
男性の場合はMale

例 Hanako

例 FUKUOKA

例 Hanako

例 HAKATA



6. MY PROFILE
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「Contact」タブでは、住所や電話番号などの情報を登録してください。

「Travel Documents」タブで、「Add Travel Document」をクリックすると、何枚でも顔
写真付き身分証明書データを追加することができます。
「Travel Document Copy」には顔写真付き身分証明書のPDFデータをアップロードして
ください。

すべて入力が完了したら左上青枠の「Save」をクリックしてください。

パスポート以外の場合は
「Nationality ID」を選択

身分証明書に記載の番号
（マイナンバーカードの場合は

写真の下に記載されている4桁の数字）

区、地名、番地

地名

郵便番号

国

電話番号

部屋番号

市町村

都道府県



6. MY PROFILE
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「Club Affiliation」タブで、クラブに所属していることを証明する文書をアップロードし、ライセ
ンスカード番号を入力してください。
※マスターズ水泳協会HP(登録者マイページ)より、所属証明書をダウンロードできます。

「Documents」タブでは、アップロードしたファイルの確認が可能です。
「Documents」タブ内には追加で入力する項目はありません。

※入力情報に不足がある場合は先に進むことができません。
不足箇所を確認して入力を進めてください。

入力項目に不足がある場合は、
このように表示されます。

入力未完了のタブは
赤でハイライトされます。

入力未完了の項目は
赤でハイライトされます。

マスターズ水泳協会の所属証明書に
記載されている通りに入力してください。



6. MY PROFILE
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プロフィールの入力が完了されると、大会への参加登録に進むことができます。

ここから大会への登録に
進みます。

このように表示がされると、大会への
登録に進むことができるようになります。



7. 大会登録
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「Events」タブから大会登録の画面に進むことができます。

「Events」タブ内で参加登録可能な大会の一覧が表示されます。
大会の詳細については「Detail」もしくは大会ロゴの画像から確認できます。

大会登録にあたり、「Terms and conditions」をご確認いただき、承認をしていただく必
要があります。

ここから大会への登録に進
みます。 ここからも登録に

進むことができます。

チェックを付けてください。
お名前のイニシャルを入力してください。 例）福岡太郎さんの場合：TF

ここをクリックして登録に進んでください。



7-1. 登録
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登録にあたり、下記の情報を入力いただく必要があります。
A. 参加種目
B. 所属するクラブ
C. 顔写真付き身分証明書データ情報
D. VISA情報
※日本国内からの参加者は「No Visa Required」を選択してください。

入力が完了したら保存してください。

A. 参加種目を入力してください

B. 所属するクラブの情報を入力してください。
※一覧形式で表示されます。

C. 
アップロードしている
身分証明書から情報を
入力してください。

E. VISAを取得する国および
都市を入力してください。
※日本国内からの参加者は
「No Visa Required」を
選択してください。

D. パスポート以外を登録する場合は、
National IDを選択

F. ADカードを受け取る場所を選択してください。
なお参加登録提出後に、受取場所の変更はできません。

福岡

鹿児島
熊本



7-1. 登録
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所属するクラブは、検索ボックスに3文字以上入力すると候補が一覧で表示されます。
一覧から所属するクラブを選んでください。

もしも所属するクラブが表示されない場合は「NA」ボタンをクリックしてください。
World Aquaticsが状況を調査し、クラブを追加します。

入力完了後、「Finish Registration」をクリックすると大会登録費の支払い画面に遷移し
ます。

ここに3文字以上入力すると
候補が一覧で表示されます。

一覧から所属するクラブを選んで
ください。



7-1. 登録
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支払い画面では「大会登録費」の請求書への記載情報が表示されます。

お支払いいただくクレジットカードの情報を入力いただき支払いが完了します。

支払いが完了するまでは大会登録は完了しませんのでご注意ください。

ここをクリックすると支払いに進みます。

クレジットカードで登録している住所
をご入力ください。 ご自宅もしくはご所属の

住所をご入力ください。



7-1. 登録
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登録にはいくつかのステータスがあります。

Pending（保留）：
登録が完了するまで、ステータスは「Pending」となります。

Waiting for payment（支払い待ち）：
料金をお支払いいただくまで、ステータスは「Waiting for payment」です。

Submitted（登録済）：
料金の支払いが完了すると、ステータスが「Submitted」になります。
組織委員会に登録が送信されたことを意味し、承認待ちの状態です。

Approved（承認済）：
提出された登録内容は、組織委員会がチェックし、問題がなければ承認されます。

Rejected（却下）：
組織委員会により登録が承認されなかったことを意味します。
その理由は、個人的に通知されます。

大会登録費の支払いが完了するまで、登録は「Waiting for payment」の状態になり、
スポーツエントリーを行うことができません。

大会登録費が支払われると、世界マスターズ水泳選手権 2023九州大会への登録が完
了します。

新しいタブが表示され、「Sports Entries」（個人種目の登録）を行うことができます。

選手として参加するためには、 「Sports Entries」を行い、支払いを済ませる必要があ
ります。



7-2. 大会情報
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「Event info」 タブには組織委員会の連絡先などの大会に関連する情報が表示されます。

7-3. Sports Entries（競技別登録）

「Sports Entries」タブでは、各種目の登録を完了することができます。
ここでは、登録した種目に基づいて、Sports Entries（参加したい競技の登録）を追加
することができます。
ページは、選択した種目ごとに分かれています。
それぞれの種目には、さらにいくつかの具体的な選択肢があります。



7-3. a) 競泳

19

「Select Event」のタブから希望する種目を選んでください。

種目を選択したら、エントリータイム、日付、達成した場所を入力する必要があります。
また、あなたの年齢層とその年齢層の参加標準タイムも表示されます。
エントリータイムが参加標準タイムより遅い場合は承認されません。

エントリー内容が保存されると、提出可能になります。
情報が不足していると提出できませんのでご注意ください。

Sports Entries
タブ

Select Event
をクリック

① ②
参加希望種目を

選択

③

年齢層と予選タイムが表示

エントリータイムを入力

完了したら
保存

エントリー内容を提出



7-3. a) 競泳
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エントリー内容が提出されると、「競技参加費」の支払いのための請求書が発行されます。
支払いが完了するまではステータスが「Waiting for payment（支払い待ち）」の状態と
なり、参加登録完了とみなされませんのでご注意ください。

ステータス表示

ここから競技参加費の
支払いを行います。



7-3. b) 
飛込、オープンウォータースイミング、水球、アーティスティックスイミング
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「Select Event」のタブから希望する種目を選択し、保存してください。

保存が完了すると提出できるようになります。

エントリー内容が提出されると、「競技参加費」の支払いのための請求書が発行されます。
支払いが完了するまではステータスが「Waiting for payment（支払い待ち）」の状態と
なり、参加登録完了とみなされませんのでご注意ください。

参加希望種目を選択

エントリー内容を保存

エントリー内容を提出

支払いを完了させて
申込を有効化する必要あり



7-3. c) 支払い
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競技、種目を追加するたびに、料金を支払う必要はありません。
複数の競技、種目に参加する場合、請求書には「競技参加費」の合計額が表示されます。

支払総額が確認できます。

金額に間違いがないかご確認いただき、手続きを進めてください。

登録内容が
追加されていきます。

全てを追加したら
支払いに進んでください。

支払
総額 支払に進む

クレジットカードで登録している住所
をご入力ください。 ご自宅もしくはご所属の

住所をご入力ください。



7-3. c) 支払い
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「競技参加費」の支払いが完了するとステータスが「Submitted」に変更されます。
このステータスになると申し込みが正式に組織委員会に提出されたことになります。

支払い済みになると
ステータスが変わります。

全て支払い完了すると
強調表示がなくなります。



7-3. d) 登録情報変更
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申込締切日までは、申し込みの提出後でも登録内容の修正・変更・削除といった編集が
可能です。
編集をしたい方は「Reopen」をクリックしてください。

また、前のエントリーを削除して新しいエントリーを追加することで、エントリーを完全に変更す
ることができます。

【重要】
スポーツエントリーの場合、既に支払ったエントリーを削除し別のエントリーを追加すれば、
「Submitted」の状態のまま登録内容を変更することが可能です。

ここをクリックして
編集可能にします。

登録情報を
変更します。

編集完了後
保存、再提出
してください。

ここをクリックして
編集可能にします。

エントリーを削除できます。



7-4. チームエントリー
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チームエントリーは、コーチまたはチームキャプテンとして認められた方のみが行うことができます。
コーチの場合は、「Masters-Coach」としてアカウントを作成する必要があります。
アスリートでチームのコーチまたはキャプテンの場合は、「Masters-Athlete」としてアカウント
を作成し、登録時にコーチ/キャプテンでもあることを示す特定のボックスをクリックする必要が
あります。
コーチ/キャプテンになると、チームエントリーと呼ばれる特定のタブにアクセスできるようになり、
チーム競技への登録ができるようになります。

チームとしての「競技参加費」支払いについてはコーチ・キャプテンの方にご対応いただくこ
とになります。ご注意ください。

コーチもしくはキャプテンの場合は
チェックを付けてください

チームエントリーは
このタブから進めてください。



7-4. チームエントリー
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チーム登録は、「Team Entries」タブで「Add Team」をクリックします。
次に、チームを登録したい種目を選択します。

チームメンバーを追加することができます。
名前を入力して選択するか、「...」ボタンをクリックすると、全てのチームメンバーが表示されま
す。
※表示されるのは個人登録と「大会登録費」の支払いが終わっている、同じクラブに所属す
るメンバーのみです。

ここをクリックして
種目一覧を表示します。

一覧から種目を
選択してください。

ここからチームメンバーを
追加できます。

メンバーの名前を入力、
もしくは「...」ボタンをクリックすると、
全てのチームメンバーが表示されます。

入力が完了したら保存してください。



7-4. チームエントリー
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チーム登録が完了すると保存ができます。
登録されたメンバーの情報から「age group」が自動計算で振り分けされます。

提出が完了すると、「競技参加費」の支払いに進みます。

支払いまで完了すると、チームエントリーは「Submitted」のステータスになります。

【重要】
飛込の場合、コーチやチームのキャプテンは、自分のクラブのメンバーだけでなく、自分の
国の全クラブのメンバーも見ることができるようになります。

チームの「age group」が表示されます。

チームエントリーを
提出してください。

支払いを完了して
ください。



7-5. 宿泊登録
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「Accommodation」タブには、宿泊施設に関する情報が掲載されていますが、World 
Aquatics GMSでは客室の予約はできません。
宿泊施設は各自での手配をお願いします。
大会組織委員会指定代理店の下記webサイトではマスターズ参加者向けの宿泊プランを
販売しています。

【福岡】
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushufuk/joho?MODE=top&language=1(英語)
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushufuk/joho?MODE=top&language=0(日本語)

【熊本】
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukmj/joho?MODE=top&language=1(英語)
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukmj/joho?MODE=top&language=0(日本語)

【鹿児島】
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukoj/joho?MODE=top&language=1(英語)
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukoj/joho?MODE=top&language=0(日本語)

https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushufuk/joho?MODE=top&language=1
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushufuk/joho?MODE=top&language=0
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukmj/joho?MODE=top&language=1
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukmj/joho?MODE=top&language=0
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukoj/joho?MODE=top&language=1
https://va.apollon.nta.co.jp/masters_kyushukoj/joho?MODE=top&language=0


7-6. 支払い
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「Payment」タブは、各種請求書を確認し、支払いを行うことができます。

「Download Invoice」をクリックすると、請求書をダウンロードすることができます。
「Pay」ボタンをクリックすると、支払いページに移動します。
ウェブサイトの指示に従い、カード決済にて支払いを完了させてください。
お支払いが完了すると同時に、ステータスが「Paid」に変わります。

「Payment」タブはアカウントのホーム画面からも利用できます。
このタブから直接すべての注文を確認することができます。

支払済の請求書
未払いの請求書



8. アカウントセッティング
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右上のユーザー名をクリックすると、メニューが表示され、アカウント設定やサインアウトを選択
できます。

パスワードの変更を希望する場合は「I want to reset password」にチェックを入れて、
「Set new password」をクリックしてください。

「Home」タブをクリックするとホーム画面に戻ります。



9. ADカードの受取方法
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登録が承認された AD カードは、AD センターで配付されます。AD センターは以下の３か
所に設置しますので、必ず大会参加登録の際に選択した場所で受け取りください。

●博多港国際ターミナル（福岡市）
開設日：2023 年７月 30 日～８月 11 日
住所：福岡市博多区沖浜町 14-1
アクセス： https://www.hakataport.com/access.html

●アクアドームくまもと（熊本市）
開設日：2023 年８月３日～８月 11 日
住所：熊本県熊本市南区荒尾 2-1-1
アクセス： https://kc-sks.jp/aqua/map.html

●鴨池公園水泳プール（鹿児島市）
開設日：2023 年８月３日～８月 11 日
住所：鹿児島県鹿児島市鴨池 2-31-3
アクセス： http://ppp.seika-spc.co.jp/kamoike/?page_id=259

※オープン時間や会場地図、アクセス方法はエントリーブックレットをご覧ください。
エントリーブックレット（日本語版）
https://www.fina-
fukuoka2022.org/common/img/masters/entry/entrybook_jp.pdf

●持参物
・顔写真付き身分証明書 ※GMSへの登録に使用したもの

https://www.hakataport.com/access.html
https://kc-sks.jp/aqua/map.html
http://ppp.seika-spc.co.jp/kamoike/?page_id=259
https://www.fina-fukuoka2022.org/common/img/masters/entry/entrybook_jp.pdf


10. APPENDIX
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●略語・記号

略語

GMS General Management System

NF National Federation

RO Responsible Organization

アプリケーションのボタン、ラベル、メニュー項目などの記号

Keys, Buttons 
and Labels [key] [OK] [Result]

登録保留中 ※追加情報の入力が必要

新しいリクエスト

登録提出済み、申請中

登録が承認されている

登録が却下されている

ビザ発行/ビザ招聘状発行

未払い

支払い済み

削除

保存
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