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指導者マイページ利用マニュアル
対象資格
➢ 公認コーチ１

①指導者マイページを作成する P2～10

②講習会に申し込む P11～

このマニュアルは2020年2月現在の利用マニュアルです。
2020年4月以降、指導者マイページを大きくリニューアルする予定です。
最新の利用マニュアルは日本スポーツ協会HP「コーチ1」の【受講の手引き】
（最新版）からご確認ください。

日本スポーツ協会HPトップページ>スポーツ指導者>養成講習会>コーチ１
https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid208.html



指導者マイページに
ログインが可能

「②免除申請を行う」
からお手続きください

「①指導者マイページを作成する」

からお手続きください

パスワードがわからない方はこちら

からパスワードを再設定
すでに別の公認スポーツ指導者
資格*1を保有している

指導者マイページを
保有している
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*1 スポーツリーダー、サッカー、バスケットボールを除く
*2 ご希望の方は、公認スポーツ指導者登録係までお問い合わせください TEL：03-5148-1763（平日10時～17時）

コーチ1の申込はインターネットサービス「指導者マイページ」か
ら行っていただく必要があります。「指導者マイページ」ログイン
までの手順は以下のフローをご参照ください。

マイページへログイン
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仮ID・仮パスワードを用いて
指導者マイページを作成*2

YES

NO
パスワードを忘れた

パスワードを忘れ、
メールアドレスも使えない

YES

YES

NO

NO

マイページへログイン



①指導者マイページを作成する （アクセス）

指導者マイページ（https://my.japan-sports.or.jp ）
のトップページにアクセス

「新規登録」をクリック

クリック
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https://my.japan-sports.or.jp/
https://my.japan-sports.or.jp/


登録したいメールアドレスを2回入力

「送信する」をクリック

メールアドレス
入力（2回）

クリック
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①指導者マイページを作成する （メールアドレス登録）



自動送信されてくるメールを開く

URLをクリック

※ メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに振り分けられてい
るか、お使いのプロバイダ等によってブロックされている可能性が
あります。迷惑メール設定を見直していただくか、別のメールアド
レスでの登録をお試しください。
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クリック

①指導者マイページを作成する （メール受信、URLクリック）



氏名・生年月日等必要事項を入力

「同意して登録する」をクリック

必要事項を入力

チェック

クリック
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①指導者マイページを作成する （情報入力）



入力した情報に間違いがないか確認

（修正が必要であれば「戻る」をクリック）

間違いなければ
「登録する」をクリック
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クリック

①指導者マイページを作成する （入力情報確認、登録）



自動送信されてくるメールを開く

URLをクリック

クリック
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①指導者マイページを作成する （仮登録メール受信、URLクリック）



先ほど設定したパスワードを入力

「本登録を行う」をクリック

9

クリック

パスワード入力

①指導者マイページを作成する （本登録）



登録完了！
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登録完了のメール
が届きます

以下の画面に
切り替わります

①指導者マイページを作成する （登録完了）
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クリック

「指導者マイページ」トップページメニューの
「資格を取得する」をクリック

「養成講習会検索」をクリック

②講習会に申し込む （「指導者マイページ」メニュー選択）



12

「資格を取りたい」の「養成講習会を探す」をクリック

②講習会に申し込む （「指導者マイページ」メニュー選択）
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「コーチ1」にチェック

②講習会に申し込む （講習会検索）

コーチ1に✔

該当競技に✔

クリックして展開

競技を展開し、該当競技にチェック

クリック

画面下部の「検索」をクリックし、該当講習会の「詳細」をクリック
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内容を確認し、問題なければ「詳細」をクリック

②講習会に申し込む （申込手続き）

クリック

クリック

※以降の画面では「陸上競技コーチ１」を例に説明します

再度表示される内容を確認し、「申込」をクリック
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認証コードの入力が表示される場合は、
実施団体指定の認証コードを入力

②講習会に申し込む （申込手続き、認証コードの確認）

※認証コードが分からない場合は、実施団体にご確認ください。

実施団体指定の認証
コードを入力
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画面をスクロールし、「個人情報」の確認

②講習会に申し込む （申込内容、個人情報の確認・入力）

情報に誤りがないか
確認してください

「連絡先情報」の入力

入力

スクロール
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共通科目、専門科目ともに免除を行わない場合は
免除の実施「しない」にマーク

②講習会に申し込む （免除の実施、「しない」の場合）

画面をスクロールし、「スポーツ指導者の活動に関する調査」に進む

スクロール

全て入力後、「確認」
をクリック

P23へ



18

免除の実施「する」にマークし、
共通科目、専門科目ともに該当箇所にマーク

該当箇所にマーク
※免除要件は資格によって異なります
※専門科目の免除を行わない場合は、

「しない」にマーク

②講習会に申し込む （免除の実施、「する」の場合）

例：アシスタントマネジャー

0123456（数字7桁）

スポーツリーダー、スポーツ少年団認定
員等の資格を保有の方はこちら

該当箇所にマーク

免除申請を行う場合、証明書類の
添付が必要です。



共通科目の免除内容を入力
申請内容（保有資格や書類等）によって選択する項目が異なります。

Ａ：別の公認スポーツ指導者資格を保有している(認定されている)方
→ チェック部分をクリックし、保有資格名、登録番号、有効期限を

入力してください。 ※添付書類（認定証等の提出）は不要です。

Ｂ：免除適応コース共通科目修了証明書取得者
→ チェック部分をクリックしてください。 → 「添付書類」欄へ

Ｃ：その他（スポーツリーダー、少年団認定員等を保有している方）
→ チェック部分をクリックし、保有資格の名称（「スポーツリーダー」また

は「少年団認定員」）を入力してください。 → 「添付書類」欄へ
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Ａ

Ｂ

Ｃ

②講習会に申し込む （免除の実施、共通科目免除の場合）



専門科目を免除し、共通科目Ⅰのみ受講する場合は、
各競技の「共通科目Ⅰのみ受講希望」からお申込みください。
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②講習会に申し込む （免除の実施、専門科目免除の場合）
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「添付書類」欄の「追加」をクリック

「ファイルを選択」をクリック

※ 申請内容を証明する書類（証明書や登録証等）を撮影またはスキャンし、
デジタルファイルとして保存し、当該ファイルを選択してください。

※ 書類が２つ以上必要な場合は、さらに「追加」をクリックし、同様に該当
の画像を選択してください

パソコン・スマートフォンの中から証明書類等のファイルを選択

クリック

クリック

クリック

「確認」をクリック

②講習会に申し込む （免除の実施、証明書類等の添付）
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添付書類の添付後、画面をスクロールし
「スポーツ指導者の活動に関する調査」に進む

②講習会に申し込む （免除の実施、添付書類完了後）

スクロール

全て入力後、「確認」
をクリック

免除申請＋添付書類完了後
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②講習会に申し込む （申込完了）

画面をスクロールし、申込内容に誤りがないか確認

スクロール

全て確認後、「登録」
をクリック

確認後「登録」をクリックし、申込完了
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➢ 申込が完了するとメールが送信され、トップページに申込情
報が掲載されます。

➢ 実施団体及び日本スポーツ協会が確認し、問題なければ「承
認済」となり、メールが届きます。

※申し込みから承認まで1カ月程度お時間いただく場合があります。

➢ 「支払い」画面が表示されるので、共通科目受講料の支払い
手続きに進んでください。

※ここでは共通科目Ⅰの受講料の支払いを行います。
専門科目受講料の支払いは実施団体にお支払いください。

②講習会に申し込む （申込完了後、承認の場合）

承認されると「承認済」と表示さ
れ、共通科目Ⅰの受講料支払い手

続きに進みます。

クリック
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➢ 共通科目Ⅰの受講料の支払いに進みます。

共通科目Ⅰの受講料が
記載されています。
※専門科目料金は含まれていません

②講習会に申し込む （受講料の支払い）

クリック

内容確認後「支払いへ
進む」をクリック
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➢ 共通科目Ⅰの受講料の支払いに進みます。

②講習会に申し込む （受講料の支払い）

クリック

決済方法を選択
必要事項を入力し
「次へ」をクリック
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➢ 支払が完了するとトップページに表示されます。

➢ 以上で公認コーチ１養成講習会のお申込みは完了です。
➢ 専門科目の詳細（開催日、受講料の納入方法等）について

は実施団体にご確認の上、講習会にご参加ください。

②講習会に申し込む （共通科目Ⅰ受講料支払い後）

公認陸上競技コーチ１養成講習会

陸上競技コーチ1

受講番号
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➢ 申請内容に修正の必要がある場合は、日本スポーツ協会か
らメールで連絡がありますので、内容をご確認の上、再申請
してください。

修正の必要があれば「本人への差し戻
し」と表示されます。

差し戻しの内容を確認する場合、「講習
会名」をクリックします。

②講習会に申し込む （申請完了後、差し戻しの場合）

差し戻し内容を確認し、画面最下部の「編
集」をクリックし、再申請を行います。


