長時間の会議や大量の書類はもうやめて

アスリートランキングドットコムの

「WEB 版陸上競技運営システム」にしよう！
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事務処理をラクにしたい！
すぐに結果を知りたい！
ランキングが見たい！
長時間の番組編成会議をなくし、選手の参加登録や競技
結果、カテゴリーごとのランキングがすぐに見られる !

それなら

便利でスムーズな
WEB版陸上競技運営システム
にしませんか？

がいいよ！

大会運営側・参加者側もインターネットでラクラク！
時間がかかって
大変だ〜

スムーズで
ラクラク！
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●他のリザルトシステムとの比較
ルール改正への対応
アスリート
ランキング
ドットコム

他のリザルト
システム

新しい OS への対応

エントリー作業

HP への記録掲載

ランキングの検索や閲覧

常に最新のルールに対応
したシステムをインターネッ
ト経由で利用できます。

各 PC の OS に特別な制
約はありません。

自宅や職場等どこからで
も、インターネット経由で
サーバーに接続して作業
できます。さらに複数の担
当者が同時に事前作業
を行う事も可能です。

記 録 処 理を行うだけで、
競技成立後、リアルタイ
ムで自動的に結果を公開
することができます。

サーバーセンターに蓄積
された競技会の結果は、
データベース化され、種目
別のランキング検索や閲
覧が可能です。

新ルール対応バージョンのアップ
グレードソフトを PC にインストー
ルする必要があり、別途費用が
発生する事があります。PC 毎の
バージョン管理が面倒です。

一般的に新 OS 発売後しば
らくしないと対応版のソフトウエ
アがリリースされないため、移
行時期によっては旧 OSをイ
ンストールする必要があります。

システムがインストールされ
ている PC で直接作業を
行うか、表計算ソフトで作
業後、CSV 等のファイル
でのコンバートが必要です。

ホームページへ結果を表
示させるためのシステムや
作業が別途必要になり、
即時に結果を公開するの
は難しいといえます。

現行は対応しておりません。

大 会 運 営 側 メリット
●参加者への案内や煩雑な

● 記録を正確につけられる

受付作業が大変

大会前

●仕事の合間に集まるのは

難しい

大会当日

か不安
● 帳票の作成・印刷に手間

大会後

がかかる

j

j

●インターネットで大会要項やスケジュー
ルの告知が簡単にできます。

（公財）
日本陸上競技連盟の競技規則
●
に準拠した競技会処理を簡単に行え
ます。

●番組編成が面倒

利用後

●専用ページにログインすることで、
いつでもどこでもエントリー作業が行
えます。

● ホームページの作成は専

大変

j

利用後

●写真判定装置とオンライン接続でき
きるため、記録を手入力する必要は
ありません。
●デイリープログラムを簡単に作成でき
ます。
●予選を含めた各ラウンドの番組編成
が行えます。

門知識がいるので大変
●ランキングを整理するのが

利用後

●記録処理を行うだけで、競技成立後、
結果を自動的にホームページで公開す
ることが可能です。設定により、結果
の非公開も選択できます。
●記録やデータを加工したり、別シス
テムに転送・アップロードする必要は
ありません。
●すべての結果は自動的にデータベース
に蓄積され、ホームページ上でランキ
ングの検索が可能となります。

●記録、得点計算、決勝記録一覧、記
録証、賞状など必要な帳票を印刷で
きます。

●入力されたエントリー情報を関係者で
共有し、簡単に番組編成ができます。
●番組編成後は、
タイムテーブルやスター
トリスト等をホームページで公開する
ことも可能です。

●全ての記録が自動的にデータベース
化され、年度末の集計作業等が簡単
に行えます。

参 加 者 側 メリット
大会前

大会への参加方法や申込作業
がわかりにくく調べるのが大変

j
利用後

インターネットで大会情報の確認ができ、
簡単にエントリーできるから、申込書や個票
が必要なく便利です。
さらにタイムテーブルと
スタートリストが事前に
確認できて安心です。

大会当日

正確なタイムテーブルやスタート
リストを調べるのに手間がかかる

j
利用後

インターネットでタイムテーブルやスター
トリストがわかるから、慌てずに余裕を
もって競技に集中できます。

大会後

●すぐに結果がわからない

j

●自分のレベルがわからない

利用後

インターネットで競技結果や自分のラン
キングをすぐに見
ることができるよ
うになります。

●システム図

競 技 場

職場・自宅・外出先
スリットビデオシステム

●大会案内
●事前エントリー

インターネット

●番組編成

撮影用
コンピュータ

カメラ

判定用
コンピュータ

コネクタボックス
グリップ
スイッチ

スタート信号

帳票印刷

フィールド記録

カラープリンタ

トラック記録

●結果閲覧

トラック入力

●ランキング検索

アスリートランキングドットコム データセンター

●大会検索

競技結果／ランキングデータ
HUB

プリンタ

プリンタ

●料金プラン
アスリートランキングドットコムのご利用料金は
「アカウント」
という単位で計算し、
料金をお支払いいただく
「利用料金制」が基本です。大会の参加費収入とおお
むね比例しますので、規模に応じて無理なくシステムをご利用いただけます。
★アカウントとは…
●1

選手が 1 レース
（組）に参加する度に 1 アカウント消費するものとします。
●選手の名前がスタートリストに載った段階でカウントされます。
（棄権の場合も含む）

5,000 円

年会費

（税抜）

例）1 選手が…
● 100 ｍの予選と決勝に出場………………………………………………

2 アカウント

● 100 ｍの予選に出場、決勝は棄権………………………………………

2 アカウント

●走幅跳の決勝［6 試技 /4 試技目以降はトップ 8 選手のみ］
に出場… …

1 アカウント

●走幅跳の予選［3 試技］
と決勝［6 試技］
に出場… ………………………

2 アカウント

加盟団体、加入団体、協会、学校ごとなど、どの単位でもお申し込みいただけます。
申込単位毎に、ID・パスワードを発行します。
会員契約期間は毎年 4月1日〜翌年 3月31日迄です。
＊新規、更新ともに同一料金です。
（年度途中の入会も含む）

1,000

アカウント
単位

システム
利用料

3,000

アカウント

（税抜）

135,000円

パック

（税抜）

10,000

400,000 円

アカウント
パック

サーバーレンタル費用

アップロード
利用料

50,000 円

1,000
記録
単位

必要に応じていつでも追加できます。
残ったアカウントは次の大会に持ち越せます。
＊記録のアップロードまでを含んでおりますので、別途アップロード費用は必要ありません。
＊年度内に契約更新をされた場合は、残ったアカウントを次年度に持ち越すことが可能です。

（税抜）

20,000 円
（税抜）

5,000 円
（税抜）

インターネットに接続できない環境の場合、アスリートランキングドットコムサーバーと同環境に
設定したサーバーを貸出します。
＊価格には、機材レンタル代、セットアップ費用、片道送料、データ更新料が含まれます。
＊機材返却後、本サーバーに記録をアップロードします。
＊機材返却にかかる送料は別途ご負担いただきます。

アスリートランキングドットコム以外のシステムで競技会運営を行い、結果のみをアスリートラン
キングドットコムサーバーにアップロードする場合の利用料です。
＊ログイン後の画面で結果を直接入力、または専用書式をご利用いただきます。
＊残った場合は、アカウント同様持ち越すことができます。

＊途中退会の場合、ご返金はできかねますのでご了承ください。＊ご利用になるパソコン台数によって料金が変わることはありませんので、大会規模に応じて自由にシステムを構築していただくことが可能です。従来のリザルトシステム
と同様に、競技場等へ各機器の納入を希望される場合は、別途お見積させていただきます。
＊記載の価格は、全て平成 26 年 4 月現在の価格です。＊掲載商品は、商品改良のため、外観・仕様その他について予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承下さい。

http://www.seiko-sts.co.jp
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