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・責任者様は正しい成績をご入力ください。
不正などが発覚した場合は、団体アカウント削除などの処置を取る場合がございます

・お渡しするパスワードは仮のパスワードです。ログイン後、パスワードの変更をお願いします
（スマートフォンver.はP4を、パソコンver.はP16をご参照ください）

・加盟団体コードおよびパスワードは、厳重に管理してください。
また管理画面にログインする方は、できる限り少数に留めてください

・団体独自のシステムで成績管理している場合は、導入以前の成績は登録しないでください。
※並行しての運用は問題ありません

・責任者様が交代する場合は、必ず学生麻雀連盟の事務局までご連絡ください

・団体登録前に個人でご登録いただいた方は、所属団体が「学雀連 総本部」となっている場合が
ございます。部員の皆様に所属団体を変更するようお知らせください

全国学生麻雀ランキングを導入するにあたって



スマートフォンでの操作方法



パスワード変更

２．3つのメニューが出てきますので、
「団体情報」をクリックします

１．「▼」をクリックします

３．パスワードの欄に
新しいパスワードを⼊⼒してください

４． をクリックすると
変更が完了します
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成績登録がないまま
退室処理されたユーザーが
リスト表⽰されます
（⼊室後48時間で⾃動削除）

成績登録されたユーザーが
リスト表⽰されます
（⼊室後48時間で⾃動削除）

個⼈登録画⾯に移動します

基本的な操作を⾏う画⾯です
⼊室処理や成績登録ができます

メニューボタンの説明
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ユーザー検索・入室処理（１）

カード番号︓仮登録後、事務局から発⾏される番号です

ユーザー検索欄は、1項⽬だけでも検索が可能です。

会員ID︓ 会員登録時の内容で検索可能です

ユーザー名︓会員登録時の内容で検索可能です

誕⽣⽇︓この項⽬のみ、⽉と⽇両⽅⼊れる必要があります

電話番号（下4ケタ）︓会員登録時の内容で検索可能です

※事務局から会員番号が発⾏されていない場合は
成績の登録が⾏えません。

（2〜3⽇お時間をいただく場合がございます）
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ユーザー検索・入室処理（２）

１．ユーザー名に「テスト」と⼊⼒し検索します

２． をクリックします

左の例ではユーザー「テスト0013」を検索し、
⼊店処理を⾏うまでの⼿順です。

次のページに続きます
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ユーザー検索・入室処理（３）

新しく追加したユーザーは
「対局者⼀覧」の
最上部に追加されます

会員番号未発⾏のユーザーです。
事務局からの番号発⾏をお待ちください

会員番号発⾏済みのユーザーです。
クリックすると、対局者⼀覧に追加されます

３．検索結果から⼊室させたいユーザーを探し、
⼊室させたいユーザーの をクリックします

４．対局者⼀覧に「テスト0013」が追加されれば
⼊室完了です



ユーザーをまとめて⼊室させる時は、
⼊室させたいユーザーのチェックボックスに
チェックを⼊れ、 をクリックします

ユーザー検索・入室処理（４）
参加するユーザー全員が
対局者⼀覧に表⽰されれば完了です

ポイントQ&A
Q.部員全員を登録させなければいけない︖
A.できる限りご登録いただくようお願いしております

Q.⾃分のIDや会員番号を覚えていない
A.検索結果のリスト上で、ユーザー名をクリックすると
ユーザーの詳細情報が表⽰されます
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成績登録（１）

１．成績登録するユーザーの をクリックすると
成績⼊⼒画⾯に切り替わります
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次のページに続きます



成績登録（２）
２．成績登録を⾏いたい⽇付を選択します

３．成績（着順）を⼊⼒します

４．役満が出た場合は、回数を⼊⼒します

５． をクリックして登録完了です

※ランキングには影響しませんが、
個⼈成績から役満累計回数などが確認できます

※操作当⽇を含めて2⽇前まで登録することが可能です

11

ポイントQ&A
Q.成績を間違えた場合はどうなる︖
A.⼊室処理から2⽇以内の成績は修正が可能です。
詳しくはP11をご参照ください

Q.成績登録のタイミングはいつが良い︖
A.都度登録を推奨していますが、最終の累計でも
⼤丈夫です。ただし、2⽇間より前の成績は
ご登録できなくなりますので、ご注意ください

成績が登録されたユーザーは緑に着⾊され、
ボタンが変更されます



退室処理

※⼊室処理から72時間が経つと、強制的に退出処理されます

個別に退室させる場合は、対象ユーザーの を
クリックすると退室させられます
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成績登録が完了しているユーザーをまとめて退室させる場合、
をクリックすると、

対象ユーザー（緑背景のユーザー）全員を退室させれます



成績修正（１）

１．登録した成績を修正するには または、
修正したいユーザーの をクリックをします。
すると、成績登録済みのユーザー⼀覧が表⽰されます

２．成績を修正したいユーザーの をクリックします

次のページに続きます
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３．成績を⼊⼒し直し、 をクリックしてください。
削除される場合は、 をクリックしてください

成績修正（２）

※削除されたデータは復活できません。
誤って削除した場合は、同じデータを再登録ください

同ユーザーに対し2回以上成績登録を⾏うと
最新の成績データ以外は修正できません。
修正が必要な場合は、新しい成績データを削除されてから、
修正を⾏ってください

同ユーザーに複数回成績登録を⾏うと、⾏が増えていきます
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パソコンでの操作方法
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２．3つのメニューが出てきますので、
「団体情報」をクリックします

１．「▼」をクリックします

パスワード変更

３．パスワードの欄に
新しいパスワードを⼊⼒してください

４． をクリックすると
変更が完了します
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成績登録がないまま
退室処理されたユーザーが
リスト表⽰されます
（⼊室後48時間で⾃動削除）

成績登録されたユーザーが
リスト表⽰されます
（⼊室後48時間で⾃動削除）

個⼈登録画⾯に移動します

基本的な操作を⾏う画⾯です
⼊室処理や成績登録ができます

メニューボタンの説明
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ユーザー検索・入室処理（１）

カード番号︓仮登録後、事務局から発⾏される番号です

ユーザー検索欄は、1項⽬だけでも検索が可能です。

会員ID︓ 会員登録時の内容で検索可能です

ユーザー名︓会員登録時の内容で検索可能です

誕⽣⽇︓この項⽬のみ、⽉と⽇両⽅⼊れる必要があります

電話番号（下4ケタ）︓会員登録時の内容で検索可能です

※事務局から会員番号が発⾏されていない場合は
成績の登録が⾏えません。

（2〜3⽇お時間をいただく場合がございます）
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ユーザー検索・入室処理（２）

１．ユーザー名に「テスト」と⼊⼒し検索します

２． をクリックします

３．検索結果から⼊室させたいユーザーを探し、
⼊室させたいユーザーの をクリックします

４．対局者⼀覧に「テスト0013」が追加されれば
⼊室完了です

左の例ではユーザー「テスト0013」を検索し、
⼊店処理を⾏うまでの⼿順です。新しく追加したユーザーは

「対局者⼀覧」の
最上部に追加されます

会員番号未発⾏のユーザーです。
事務局からの番号発⾏をお待ちください

会員番号発⾏済みのユーザーです。
クリックすると、対局者⼀覧に追加されます



ユーザーをまとめて⼊室させる時は、
⼊室させたいユーザーのチェックボックスにチェックを⼊れ、

をクリックします

ユーザー検索・入室処理（３）

参加するユーザー全員が
対局者⼀覧に表⽰されれば完了です

ポイントQ&A
Q.部員全員を登録させなければいけない︖
A.できる限りご登録いただくようお願いしております

Q.⾃分のIDや会員番号を覚えていない
A.検索結果のリスト上で、ユーザー名をクリックすると
ユーザーの詳細情報が表⽰されます
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成績登録（１）

１．成績登録するユーザーの をクリックすると
成績⼊⼒画⾯に切り替わります

２．成績登録を⾏いたい⽇付を選択します

３．成績（着順）を⼊⼒します

４．役満が出た場合は、回数を⼊⼒します

５． をクリックして登録完了です

※ランキングには影響しませんが、
個⼈成績から役満累計回数などが確認できます

※操作当⽇を含めて2⽇前まで登録することが可能です
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成績が登録されたユーザーは緑に着⾊され、
ボタンが変更されます

成績登録（２）

ポイントQ&A

Q.成績を間違えた場合はどうなる︖
A.⼊室処理から2⽇以内の成績は修正が可能です。
詳しくはP11をご参照ください

Q.成績登録のタイミングはいつが良い︖
A.都度登録を推奨していますが、最終の累計でも
⼤丈夫です。ただし、2⽇間より前の成績は
ご登録できなくなりますので、ご注意ください
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退室処理

※⼊室処理から72時間が経つと、強制的に退出処理されます

成績登録が完了しているユーザーをまとめて退室させる場合、
をクリックすると、

対象ユーザー（緑背景のユーザー）全員を退室させれます

個別に退室させる場合は、対象ユーザーの を
クリックすると退室させられます
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成績修正（１）
１．登録した成績を修正するには または、
修正したいユーザーの をクリックをします。
すると、成績登録済みのユーザー⼀覧が表⽰されます

２．成績を修正したいユーザーの を
クリックします

次のページに続きます

24



３．成績を⼊⼒し直し、 をクリックしてください。
削除される場合は、 をクリックしてください

成績修正（２）

※削除されたデータは復活できません。
誤って削除した場合は、同じデータを再登録ください

同ユーザーに対し2回以上成績登録を⾏うと
最新の成績データ以外は修正できません。
修正が必要な場合は、新しい成績データを削除されてから、
修正を⾏ってください

同ユーザーに複数回成績登録を⾏うと、⾏が増えていきます

25


