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NSA正会員登録
手引書
マニュアル

チーム員の登録情報が確認できます。
登録モレがないかどうかの確認にご活用ください。

詳しくは、中面をご覧いただき、内容をご確認いただいた上で、
情報閲覧操作を行ってください。

 

 

（支部長 / チーム代表者 用）

【Ｐ１】チーム代表ログイン

【Ｐ２】個人情報保護について

【Ｐ３】チーム員一覧・ご利用方法

【Ｐ４】確認内容・方法について

【Ｐ５】パスワード照会

【Ｐ１】  ■正会員登録について

【Ｐ２】  ①登録方法　 1.【WEBでの登録】

【Ｐ３】  　　　　　　　　　2.【郵便振込での登録】

【Ｐ４】  　　　　　　　　　　　　　〃　 

【Ｐ５】  ②登録手続きの流れ　3. 会員申込後

          ③年齢別クラス　④支部予選・全日本選手権に関わること

【Ｐ６】  ⑤2021年度ＮＳＡ 各種イベントについて

　　　　 ■主催大会 ■公認大会・ポイントランキング ■サーフィン検定 ■最新情報について　

【Ｐ７】  正会員のチーム移籍について　（申請用紙）

【Ｐ８】  チーム登録内容の変更について　（申請用紙）

【Ｐ９】  ■各種申請方法について ■正会員の会員特典 ■個人情報保護について

【お問い合わせ先】一般社団法人日本サーフィン連盟 事務局
（受付時間）平日 午前10時 ～ 午後6時　※土・日・祝日・年始はお休みです
（住所）  　 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 
　　　　　　JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 10F
（TEL）     ０３－６４３４－７３４１ （FAX）    ０３－６４３４－７７９５
（E-mail）  info@nsa-surf.org　　 　※2019年6月10日に事務局移転しました

   

【お問い合わせ先】一般社団法人日本サーフィン連盟 事務局
 （受付時間）平日  午前10時 ～ 午後6時　※土・日・祝日・年始はお休みです
 （住所）  　 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 10F
 （TEL）     ０３－６４３４－７３４１ （FAX）    ０３－６４３４－７７９５
 （E-mail）  info@nsa-surf.org

■2022年度　年齢別クラス

■支部予選・全日本選手権に関わること

■正会員登録について

■登録手続きについて

■登録方法　 ①郵便振込

　　　　　　　　　②WEB登録

■2022年度ＮＳＡ各種イベントについて

■各種申請について

■正会員の会員特典 

■個人情報保護について

P.1

P.1

P.2

P.2

P.3～P.4

P.5

P.6

P.6

P.7

P.7

NSA正会員登録
手引書 / マニュアル
（支部長 / チーム代表者 用）

登録手引書

情報確認



登録した[種目][生年月日][性別]でクラスを確認ください

キッズ

ボーイズ

ジュニア

メン

シニア

マスター

グランドマスター

カフナ

ガールズ

ウィメン

シニアウィメン

ロングボードメン

ロングボードマスター

ロングボードウィメン

ボディボードメン

ボディボードウィメン

平成22年（2010年）1月1日以降生まれの男子

平成18年（2006年）1月1日～平成21年（2009年）12月31日生まれの男子

平成16年（2004年）1月1日～平成17年（2005年）12月31日生まれの男子

昭和63年（1988年）1月1日～平成15年（2003年）12月31日生まれの男子

昭和53年（1978年）1月1日～昭和62年（1987年）12月31日生まれの男子

昭和46年（1971年）1月1日～昭和52年（1977年）12月31日生まれの男子

昭和39年（1964年）1月1日～昭和45年（1970年）12月31日生まれの男子

昭和38年（1963年）12月31日以前生まれの男子

平成16年（2004年）1月1日以降生まれの女子

昭和63年（1988年）1月1日～平成15年（2003年）12月31日生まれの女子

昭和62年（1987年）12月31日以前生まれの女子

昭和53年（1978年）1月1日以降生まれの男子

昭和52年（1977年）12月31日以前生まれの男子

NSA正会員の女子

NSA正会員の男子

NSA正会員の女子

12以下

13-16

17-18

19-34

35-44

45-51

52-58

59以上

18以下

19-34

35以上

44以下

45以上

全年齢

全年齢

全年齢

登録種目                 クラス                                           生年月日
2022年12月31日時
点で該当する年齢

ショートボード

ロングボード

ボディボード

（クラス名の略称について）グランドマスターをGマスター、シニアウィメンをSウィメン、ロングボードをLB、ボディボードをBBと表記する場合があります。

■2022年度　年齢別クラス

Ｐ1

＜出場条件＞

■支部予選・全日本選手権に関わること

2021年12月31日(金)までに、申込および決済が確認できた正会員

★全日本選手権出場枠は、2021年12月31日までに申込および決済が確認できた正会員登録数で算出します。

2022年度の全日本シード権対象者は、以下の通りです。
シード権は選手に対しての権利になりますので、対象クラスは該当選手の登録クラスになります。
2022年度正会員未登録の際は対象外となります。

■全日本選手権について
※全日本の大会日程・エントリー方法・その他詳細は、随時NSAオフィシャル・サイトに掲載します。

■支部予選について
※支部予選の日程・エントリー方法等は、所属支部にお問い合わせください。
※ご自身がどのクラスに該当するのか、「2022年度年齢別クラス」もしくはNSAオフィシャル・サイト等で　　
ご確認ください。出場資格を満たしていない場合、予選結果は抹消されますので、ご注意ください。

①2021年度全日本選手権大会の各クラス優勝者

②2021年度ＮＳＡポイントランキング上位者

キッズ２名　ボーイズ２名　ジュニア２名　メン４名　シニア４名　マスター4名　Ｇマスター3名　カフナ2名

ガールズ２名　ウィメン3名　 Sウィメン3名

ＬＢメン２名　ＬＢマスター２名　ＬＢウィメン２名

ＢＢメン２名　ＢＢウィメン２名

※同率順位の選手がいた場合は、全日本選手権、全日本級別選手権、ジュニアオープン・マスターズオープンの順

　にポイント上位から選出します。それでも同位の場合は公認大会のポイント上位を選出します。

③世界選手権・世界ジュニア選手権などの派遣大会出場選手は、理事会の決議によりにシード権を与える場合があ
　ります。

※シード権の基準については、年度ごとに変更になる場合があります。

＜全日本選手権シード権について＞ 



※お申込手続きの前に必ずお読みください。
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 ■正会員登録について

■2022年度正会員登録スケジュール表

2021年　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2022年 

11/1　  　　 11/30　　　　　　 12/31　　　　　　　　　　  1/1　　　　　　　　　 9/30 　　　　    10/1　

・正会員登録　　・チーム郵振の　　　　・【更新】登録受付終了 　　　　 ・支部移籍停止期間　　　 ・【新規】　　　　　・登録停止期間
　受付開始　　　　会員登録申込期限　　・「全日本選手権」「支部予選」   （～全日本選手権終了）　 　登録受付終了　　　（～10/31）
　　　　　　　　　（協力期限）　　 　　 　出場対象者受付締切

■手続き方法

①郵便振込：チーム代表者が、チーム員の申込をとりまとめて郵便振込にて行う。
　　　　       

②WEB登録：登録者ご本人がご自身でWEBにて登録する。

※代表者に送付される、「正会員更登録書類」を元に、チーム員の登録をお願いいたします。
※2023年度より、登録用紙を使用せず、WEB申請を予定しています。2022年度分も2021年12月1日より
　お試しいただけるように進めておりますが、利用可能になり次第ご案内させていただきます。

 ■登録手続きについて

※2021年11月1日よりマイページにてご登録いただけるように準備しておりましたが、システムの
　不具合が確認されたため、現在改修中です。2021年12月1日に公開予定です。

ショートボード / ロングボード / ボディボード

大人  5,000円    /   小人  3,000円（2006年1月1日以降の生年月日の方）

登録種目が　1種目の場合、年会費のみ
2種目の場合、年会費+￥1,000円   /   3種目の場合、年会費+￥2,000円
※重複登録した場合、大会で複数のエントリーをしていただくことは可能ですが、 ヒートが重なる
    場合がございますので、その場合はご自身で選択してください。

新規  ：2021年11月1日～2022年9月30日

更新  ：2021年11月1日～2021年12月31日
（チームからの郵振は、11月30日までのお手続きにご協力いただいております）
※「2022年度全日本選手権や支部予選の出場条件」は、2021年12月31日までに決済確認ができた 
    正会員となりますので、出場を予定されている方はお早めにお手続きください。

申込日  2021年12月31日以前の方　→ 2022/1/1～2022/12/31

　　　  2022年1月1日以降の方　 → 入金日翌日～2022/12/31

2022年 1月 1日 ～ 全日本選手権大会終了まで。 但し、同支部内の移籍は可能です。

正会員登録の受付停止期間は、（毎年）10/1～10/31となります。

登録完了後、2～3週間程度で登録住所に送付させていただきます。
※更新期間中は繁忙期のため、1ヵ月以上お時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。

Web決済の手数料は会員様負担になります。予めご了承ください。

・会員登録は、申込内容が全て記入され、会費の入金が確認できて完了となります。
  確認がとれない場合は、登録完了となりませんのでご注意ください。

・更新ご希望の方でも、2022/1/1以降にお手続きされた場合は新規扱いになります。

・日本サーフィン連盟会員に登録するにあたり「個人情報保護について」を同意して
  いただいた上でご登録いただきますようお願いいたします。

・上記登録種目において、プロとして活動されている方の正会員登録はできません。プロと
  判明した際は、登録解除となります。その際、会費の返金は致しませんのでご注意ください。

登録種目

年会費

重複登録費

登録受付期間

 

会員・保険期間

移籍停止期間

受付停止期間

会員証発送日

手数料

注意点



　※登録用紙の記入方法は、
　次のページでご確認下さい。

P3

この手引書【P.7】
または、
正会員登録用紙裏面 参照

例．会員Ａさんが、11月1日にチーム代表者に年会費を預け、チーム代表者が11月2日に振込した場合。
振込日は11月2日と記入する。

登録用紙　会員記入欄

 

振込日

11

2

 

拡大図

払込取扱票

ここに
受領書の
コピーを
添付する

受領証添付用紙

▼

■登録方法  ①郵便振込

正会員の会費払込専用

1) 必要書類

払込取扱票受領証添付用紙 更新登録用紙  新規登録用紙

 登録用紙

2) 登録手順　１～４

【チーム代表者が、チーム員の会費をとりまとめて郵便振込にて登録手続きを行う】

１「個人情報保護について」に同意してもらう！
　　チーム代表者は会員登録の際、『個人情報保護について』を会員様に熟読してもらい、
　　同意した上で手続きを行なってください。

２  正会員登録用紙に記入してもらう！
　　更新の方は、「2022年度正会員更新登録用紙」の内容に誤りがないか
　　必ず確認してもらい、変更があった場合は、変更内容を記入してもらう！

　　新規の方は、※「新規正会員登録用紙」 に記入してもらう！
　　登録用紙に記入漏れがないか、確認してください。

３  年会費を受け取り、ＮＳＡに支払う！
      払込取扱票に必要事項を記入する !  

　　ゆうちょ銀行にて振込し、受領証をもらう！

　　登録用紙に登録者の振込日を記入する！
　　
      ①年会費の確認
　　　年会費5,000 円
　　　※但し、2006年1月1日以降の生年月日の方は、3,000 円となります。
　　　※重複登録費　（2種目）年会費+￥1,000（3種目）年会費+￥2,000となります。

　　②会費の支払方法
　　　１．合計金額をお振込ください。

　　　２．振込は「払込取扱票」又は、ゆうちょ銀行にて備え付けの払込取扱票をご利用ください。
　　　[振込先]      金融機関　　　　ゆうちょ銀行 　
　　　　　　　　   口座番号  　　　 ００１２０－５－６７１２３
　　　　　　　　　加入者名 　　　  一般社団法人日本サーフィン連盟

      ③受領証添付用紙について
        １．次の(1)～(3)の内容を確認して年会費内訳を記入してください。
              (1)登録人数
              (2)登録者の生年月日　※2006年1月1日以降の生年月日に注意！

　　　　  (3)重複登録数

        ２．お支払い後に、受領証のコピーを添付してください。

      ④振込日を記入する
        会員様がご記入後、チーム代表者は、登録される会員様の振込日をご記入ください。
        振込日は、チーム代表者が振込をした日付をご記入ください。

　

※代表者に送付される、「正会員更登録書類」を元に、チーム員の登録をお願いいたします。



3) 登録用紙の記入方法

①更新用紙の登録内容をご確認ください。
　クラス名は2022年度のクラスで記載されています。

②登録内容に変更がない場合は、そのままご提出ください。

③住所・連絡先等の変更がある場合は、変更箇所に取消線を
　引き、変更欄に変更内容をご記入ください。

※2022年度登録されない方は、更新用紙に斜線を引いて、
　ご提出ください。

①新規登録用紙にご記入ください。

②必須項目の『氏名』『フリガナ』『性別』『種目』
  『生年月日』『住所』『電話番号』をご記入ください。

③[チーム移籍申請]にチェック『会員番号』をご記入ください。

 

【移籍届 】をご提出ください。（P.6参照）

P4

・支部移籍を伴う場合

・更新手続期間外に、チームを移籍する場合

 更新登録用紙

 新規登録用紙

①登録種目について

変更あり▼

登録種目に○×を付ける　

チームの記入項目 会員様の記入項目

をご利用ください。　 更新登録用紙

４  NSAに登録用紙を送付する！
    『郵送』『FAX』『メール』のいずれかで、登録用紙 と 受領書添付用紙 を送付する！
   

    『 郵送の場合 』※原本を送る場合は、手元で同内容が分かるようにコピーなどして保管しておいて下さい。
　　　　　　　　　   〒160-0013　東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 10F
                                                     一般社団法人日本サーフィン連盟 事務局宛 
　 『 FAXの場合 』０３－６４３４－７７９５
　 『 Eメールの場合 』info@nsa-surf.org

       ※登録用紙・受領証の原本は大切に保管ください。
　　 ※会員登録は、申込内容が全て記入され、会費の入金が確認できて完了となります。確認がとれない場合は、登録完了となりませんので、
　　 　ご注意ください。     
　    
　　 ■新規登録用紙について　登録用紙に支部名・チーム名・代表者名・連絡先を記入してください。
　    1枚目【NSA送付用】  をNSAにご提出ください。
　    2枚目【支部長送付用】は支部長に送付、 3枚目【チーム保存用】はチーム代表者が大切に保管してください。

・2021年12月31日までに、更新手続きをされる方

更　新

①新規登録用紙に、必須項目の
 『氏名』『フリガナ』『生年月日』『性別』『種目』
 『住所』『電話番号』をご記入ください。

 新規登録用紙

新　規
・初めて登録手続きをされる方

・昨年度(2021年度)正会員登録をされていない方

・2022年1月1日以降に登録手続きをされる方

をご利用ください。　

チーム移籍
・2021年11月1日から2021年12月31日までに、

　移籍先チームから更新手続きをされる方

 新規登録用紙 をご利用ください。　

②,③氏名・住所・連絡先等
                の変更について

変更なし▼

変更あり▼

変更欄に変更内容を記入する　

変更なし▼

そのままご提出ください

そのままご提出ください

住所の変更は、ありませんか？

宛所不明で郵送物が届かない件数が増えています。

生まれ年に間違いはありませんか？

間違っていると、大会出場に支障がでます。

生まれ年によって自動クラス分けになります。

携帯番号は記入されていますか？

波情報をご利用いただくには、必須です。



■登録方法  ②WEB登録

1) 必要事項

2) 登録手順

【登録者ご本人がご自身でWEBで登録する。】
● 会員様からWEB申込の登録手順について、お問い合わせいただいた場合には、本ページの内容をご案内ください。

● 新規の方には、「 チームコード 」および「 支部名 」をお伝えください。

　 ※NSA事務局ではチームコードについて一般又は会員様からお問い合わせがあっても一切ご案内いたしませんので、ご了承下さい。

※2021年11月1日より新しいマイページでご登録いただけるように準備をしておりましたが、システムの不具合が確認
　され、現在改修中です。2021年12月1日には、公開予定です。公開間近になりましたら、詳細についてオフィシャルサイ
　トでご案内させていただきます。ご迷惑をお掛け致しますが、何卒よろしくお願いいたします。

① パソコン　または　スマートフォンを利用
② 更新の方：「会員番号 / 生年月日」
③ 新規の方：「支部名」「チームコード」

④ マイページ登録  ※会員登録前にマイページ登録が必要です。
　　　　　　　　　　　　　その際、1個人につき、1メールアドレスが必要になります。

更新の方

新規の方

P5

https://www.nsa-surf.org/mypage/login/ 



2021年10月15日時点

■2022年度ＮＳＡ各種イベントについて

■主催大会
第30回ジュニアオープン選手権大会　  （開催地　協議中）
第39回全日本級別選手権大会　　　    （開催地　協議中）
第56回全日本選手権大会　　　  　　  （開催地　協議中）
第18回マスターズオープン選手権大会 （開催地　協議中）
※日程については、できるだけ例年に通ずる日程で調整中です。
※開催地につきましては、地元地域と調整中です。
※感染症の状況、行政、自治体などからの要請によって、変更・調整などに対応致します。

■公認大会・ポイントランキング・ポイント表

■サーフィン検定

■資格試験・講習会

2022年度のポイントランキングは、実施の予定で協議を進めております。
感染症対策を踏まえた開催要項に沿って、公認大会申請受付を行っております。

感染症対策を踏まえた開催要項に沿って、申請受付を再開しております。

各イベント最新情報について
大会に関するお知らせ、会員様へのお知らせ、その他、資格試験などのお知らせなど、詳細が決まり次第、
NSAオフィシャルサイトNEWSページで発表いたします。各状況に応じた日程等の変更も予想されますので、
是非、ブックマークして、最新情報をご確認ください。また、チーム員の方々にも周知をお願い致します。
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NSA OFFICIAL SITE （日本サーフィン連盟のオフィシャル・サイト）   
. . .  http://www.nsa-surf.org/

 ■各種申請について

申請については、NSAオフィシャル・サイトからプリントアウトし、必要事項をご記入の上、
NSA事務局までご提出ください。

申請したい内容　　　　　　　　　　　　　　提出するもの

1.　住所・氏名等の変更があった場合　　　　　住所・連絡先・氏名変更届

2.　会員証を紛失された場合　　　　　　　　　カード再発行申請書 

3.　更新手続き期間外に移籍をされる場合　　　移籍届

4.　万が一、事故が起きた場合　　　　　　　　サーフィン事故連絡票 

5.　プロになられた場合　　　　　　　　　　　プロ転向届

6.　チーム登録内容の変更　　　　　　　　　　チーム変更届

※チーム情報の登録内容に変更がある場合は、必ず、「チーム変更届」のご提出をお願いいたします。



特典１．正会員なら各大会に参加出来ます！

特典２．あなたの名前がランキングに掲載！

特典３．サーフィン検定が４級から受験可能！

特典４．波情報サイトが無料！

特典５．サーフィン賠償責任保険が自動付帯！ （団体総合生活補償保険個賠型）

　　　　　　　　ＮＳＡ会員は全員、自動加入です。
　　　　　　　　補償内容は…　対人・対物　３,０００万円限度　（１事故につき　自己負担額　３０,０００円）

特典６．年間誌「ＹＥＡＲＢＯＯＫ」をお届けします！（年１回発行）

他にも …      ・　ＮＳＡ団体傷害保険（任意加入）   ・　東海汽船１０％割引　

特典４．波情報サイトのご利用方法

①携帯電話またはスマートフォンにて波情報ログイン画面アドレスを直接入力する、
  または、右記QRコードからアクセスしてください。
（波情報ログイン画面アドレス：http://www.i92surf.com/i/nsa/nsa_top.php）

②会員証に記載の［ 会員番号 ]［ 生年月日 ] [ ご登録の携帯番号 ]を入力すれば、登録完了です。

③ＮＳＡ波情報の【エリア検索画面】をブックマークしてご利用ください。
　ブックマーク方法については、ご利用の機種によってご確認ください。

■ご利用開始時期については、会員証がお手元に届くころが目安となりますが、
　更新の際は、引き続きご覧いただけます。

波情報ログイン画面
　　QRコード

NSA波情報が無料♪

詳細は、会員ページをご確認ください。
http://www.nsa-surf.org/members/

予告なく変更する場合がございます

2022年度からのマイページ機能では、

・スケジュール　・サーフスポット情報　・ランキング情報　・資格情報　・サーフィン検定情報
・プロフィール変更　・写真登録　・会員更新手続き 　等がご利用いただけます。　（2022年1月公開予定）

■正会員の会員特典
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 ■個人情報保護について

※会員登録の際、以下の『個人情報保護について』を会員に提示し、同意した上で手続きを行なってください

一般社団法人日本サーフィン連盟は、会員の個人情報保護の重要性を認識し、当連盟で取扱う個人情報の取得及び利用
並びに管理を適正に行なうことによって、 会員の個人情報保護に万全を尽くします。

１．当連盟は、会員の個人情報の適正な取扱いに関する法令その他規範を遵守します。
２．当連盟は、会員の個人情報を適正に取得し、会員の個人情報の利用にあたっは、個人情報保護の重要性を認識し、
     その利用目的の範囲内で利用します。
３．当連盟は、会員サービスの向上や提供にあたり、連盟事業に関する肖像権は連盟にあるものとします。
４．当連盟は、個人情報の管理にあたって、適切な安全管理措置を実施します。
５．当連盟は、法令に定める場合を除き、会員の個人情報を予め会員本人の同意を得ることなく第三者に提供すること
     は致しません。
６．当連盟が、会員情報の取扱いを委託する場合は、会員の個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督致します。
７．当連盟は、会員の個人情報に関し、会員本人から開示、訂正、利用停止等を求められたときは、合理的な期間、法
　　令などで定められた範囲内で対応します。
８．当連盟は、個人情報の取扱いにあたって、継続的にその改善に努めます。
９．当連盟は、会員登録業務に関して、支部長及びチーム代表者へ、所属会員の個人情報を開示します。
10．当連盟は、主催大会および公認大会において、競技運営に必要とされる情報（会員番号・氏名・所属支部・登録種
　　目）を主催者に開示します。

以上の事項を踏まえ、一般社団法人日本サーフィン連盟会員の登録を行ない、個人情報を委託先に提供することを同意
します。

なお、会員登録受付時点で、登録者（未成年の場合は保護者）が上記事項に同意したものとみなしますことをご了承く
ださい。


