
J-LOG 審判記録（JL-a01）ver 1.x 

– アプリケーションガイド –



はじめに

1. このアプリケーションガイドでは、ios端末を縦長で使用した時のレイア

ウトをもとに解説をしています。使用している端末や状況によってレイ

アウトが異なる場合がございますが、基本的な機能や操作は同じです。 

(Web版では一部利用できない機能がございます) 

2. このアプリは日本バドミントン協会の競技規則に基づき、審判の機能や

ルールを設定しています。競技規則の詳細につきましては、日本バドミ

ントン協会のホームページをご覧ください。
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1. 記録作業
(1)記録の始め方 

① 基本情報の入力 

② プレイヤーリスト 

③ 記録の読み込み



１．(1) 記録の始め方
• A)記録メニュー 
タップすると記録に関するメニューが表示されます 

基本情報が未入力の場合は、入力メニューが表示されます 

• B)基本情報の入力 
基本情報の入力画面へ移動します 

新しく始める場合は基本情報の入力を選択します 

• C)記録の読み込み 
記録の読み込み画面へ移動します 

事前に対戦記録を作成したり、中断した試合を再開する場合

は記録の読み込みを選択します 

もう一度対戦するを選択した場合もここに表示されます 
※もう一度対戦する機能については2.(2)詳細ページをご覧ください

A)記録メニュー

B)基本情報の入力
C)記録の読み込み



１．(1) 記録の始め方　①基本情報の入力
• A)プレイヤーリスト  
プレイヤーリストでは、登録されているプレイヤー情報を

読み込みます 

• B)入力切替 
基本情報と設定の入力画面を切り替えます 

• C)チーム名/選手名  
選手名の入力は必須です  

団体戦の場合はチーム名も入力必須になります 

• D)種目/性別 
シングルス/ダブルスを切り替えると選手名の入力欄の数

が対応して変わります 

A)プレイヤーリスト
B)入力切り替え

C)チーム名/選手名

D)種目/性別



１．(1) 記録の始め方　①基本情報の入力
• E)ルール設定 
それぞれの項目をタップすることで設定を変更します 

• F)音声言語設定 
コール音声の言語を設定します 
※English (US)に設定した場合、プレイヤー名（チーム名）を英語にす

る必要があります 

• G)音声機能設定 
コール音声を有効にするか設定します 

※コール音声に対応していない端末は利用できません

E)ルール設定

F)音声言語設定

G)音声機能設定 
　(スクロールすると 
　表示されます)



１．(1) 記録の始め方　②プレイヤーリスト
• A)プレイヤー検索 
プレイヤー名、チーム名の検索ができます 

• B)プレイヤーリスト 
タップすると選択プレイヤーに反映されます 

ダブルスの場合、後に選択したプレイヤーのチーム名

が反映されます 

リストを削除をする場合は左にスワイプして削除ボタ

ンを押します 

• C)リストに追加 
プレイヤーリストに新しいプレイヤーを登録すること

ができます

A)プレイヤー検索
データの削除 
(左にスワイプ)

C)リストに追加

B)プレイヤーリスト



１．(1) 記録の始め方　②プレイヤーリスト
• D)種目切り替え 
タップすることでシングルスとダブルスを切り替える

ことができます 

• E)リセットボタン  
選択を初めからやり直す場合にタップします 

• F)選択プレイヤー(チーム名) 
選択されたプレイヤー(チーム名)が表示されます 

• 基本情報の入力に反映させるには 
選択完了後に保存ボタンが表示されるので、保存ボタ

ンを押すと基本情報の入力画面に反映されます

E)リセットボタン

D)種目切り替え

F)選択プレイヤー 
　(チーム名)



１．(1) 記録の始め方　③記録の読み込み
B)記録メニュー
C)ゲーム情報

A)ツールボタン

• A)ツールボタン 
コール、タイマー、反転表示が可能です 

チェンジエンズする場合はコールボタンからできます 

• B)記録メニュー 
基本情報の修正：トスを行う前に表示されます 

トスのやり直し：トス後、試合開始前に表示されます 

記録の中断：記録の読み込みにデータを保存します 

記録の中止：棄権や失格の場合は中止を選択します 

記録の削除：記録中のデータを削除します 

• C)ゲーム情報 
選手や種目、ルールなどの情報を見ることができます



１．(1) 記録の始め方　④クイックスタート
• A)クイックスタート 
得点記録のみ行ないたい時や記録をすぐに始めたい時

はクイックスタートが便利です  

「基本情報の入力・読み込み」ボタンを長押しするこ

とで利用することができます 

• B)種目選択 
クイックスタートでは、種目選択メニューが表示され

ます 

種目を選択するとトスボタンが表示され、トスをした

後に試合を開始することができます 

• クイックスタート時のルール設定について  
その他ページのルール設定から変更が可能です

A)クイックスタート 
　(長押し)

B)種目選択



1. 記録作業
(2)記録中の操作と機能



１．(2) 記録中の操作と機能
• A)ツールボタン 
コール、タイマー、反転表示が可能です 

チェンジエンズする場合はコールボタンからできます 

• B)記録メニュー 
基本情報の修正：トスを行う前に表示されます 

トスのやり直し：トス後、試合開始前に表示されます 

記録の中断：記録の読み込みにデータを保存します 

記録の中止：棄権や失格の場合は中止を選択します 

記録の削除：記録中のデータを削除します 

• C)ゲーム情報 
選手や種目、ルールなどの情報を見ることができます

B)記録メニュー
C)ゲーム情報

A)ツールボタン



１．(2) 記録中の操作と機能
• D)得点エリア 
タップをすることで得点を記録することができます 

得点を減らす場合はロングタップをします 
※コール音声、コールテキスト表示時はタップが無効になります 

• E)プレイヤーエリア  
プレイヤーエリアにはサービス(青)／レシーブ(白)プ

レイヤーが表示されています 

タップすることで得点を記録することができます 

ダブルスのゲーム開始時にタップするとパートナーと

の位置を入れ替えることができます 

• データの保存について 
試合終了時にデータ保存ボタンが表示されます

D)得点エリア

E)プレイヤーエリア 
(データ保存ボタン)



2. 保存データ
(1)一覧ページ 

(2)詳細ページ



２．(1) 一覧ページ
• A)データ一覧エリア 
タップをすることで詳細を閲覧することができます 

記録を削除をする場合は左にスワイプして削除ボタン

を押します 

• B)並び替え/データ件数 
並び替え：記録順と新着順で並び替えができます 

データ件数：保存されているデータ数を表示します

データの削除 
(左にスワイプ)

B)並び替え 
　データ件数

A)データ一覧エリア



２．(2) 詳細ページ
• A)試合結果 
試合結果を表示します 

ルールや時間などの情報はゲーム情報をタップすると

閲覧できます 

• B)もう一度対戦する 
タップすると記録の読み込みにデータが登録されます 

試合を始める場合は記録の読み込みから記録を読み込

みます 

• C)スコアシート 
ゲームごとのスコアシートを表示します 

横にスクロールすることでスコアシートを動かせます

A)試合結果

C)スコアシート

ゲーム情報

B)もう一度対戦する



3. その他
(1)設定について 

(2)QRコードの作成・読み取り 

(3)スコアの共有設定（ログイン時のみ） 

(4)アカウント登録・ログイン方法 

(5)アカウント情報の変更

(ver1.1)

(ver1.3)



３．(1) 設定について
• 言語設定 
言語設定ページで操作をすると、今後記録するデータ

のデフォルト設定として登録されます 

• ルール設定 
ルール設定ページで操作をした後、デフォルトに設定

ボタンを押すことで今後記録するデータのデフォルト

設定として登録されます 

• テーマ設定 
スコアボードの色を設定することができます 

• 共有設定 
スコアの共有に関して設定することができます

ルール設定
言語設定

共有設定
テーマ設定



３．(2) QRコードの作成・読み取り
• QRコード読み取り  
QRコード読み取りに対応しているページにはQRコード

読み取りボタンが表示されます 

タップするとカメラが起動してQRコードを読み取ります 

• QRコード作成 
QRコードを作成するには対応しているページで右にスワ

イプしてQRコードボタンをタップします 

タップするとQRコードが表示されます 

QRコードは暗号化されているため、対応しているアプリ

からしか読み取ることができません 

読み取る時はQRコードを作成した同じページのQRコー

ド読み取りボタンから読み取ってください 

QRコード作成 
（右にスワイプ）

QRコード読み取り

(ver1.1)



３．(3) スコアの共有設定（ログイン時のみ）

• 試合中のスコアを共有する 
「この端末のスコアを共有」をオンにすることで、スコ

アデータを別の端末から取得できるようにします 

※共有設定は端末ごとに反映されます 

• リンクでスコアを共有する 
「誰でも閲覧可」をオンにすることで、URLでの共有が

できるようになります 

タイトルは共有先で表示されます 

共有リンクはWebからのアクセスのほか、J-SCORE（ス

コア表示アプリ）でご利用できます 

※リンクはアカウントごとに発行されます。スコアを反

映させるには端末ごとに共有設定を行う必要があります

(ver1.3)



３．(4) アカウント登録、ログイン方法

※利用規約に同意する

①メールアドレスで登録

②SNS認証

・各項目を入力してアカウ 

ントを作成するボタンを押 

してください 

・ユーザー名は日本語でも 

入力することが可能です 

• ログインページから登録 • メールアドレスで登録する場合

※アカウント作成時に登録 

したメールアドレスから、 

認証用のリンクにアクセス 

してください。認証後に、 

ログインが可能になります

※SNS認証は、SNSのアカウントから 

ログインをすることで登録が完了になります 

 

アプリを利用するにはログインをして、インターネットに

接続した状態にする必要があります

(ver1.3)



３．(5) アカウント情報の変更
• ユーザー名とメールアドレスの変更 
変更内容を入力して「変更を保存する」ボタンをタップ

します 

※メールアドレスの変更にはパスワード入力が必要です 

• 画像の変更 
画像が長方形の場合は、画像の中心を基準にして正方形

に自動で切り取られます。画像は円形に表示されます 

• パスワードの変更 
メールアドレスで登録した場合にのみ変更が可能です。 

変更先のメールアドレスに認証リンクを送信します。 

認証後に新しいメールアドレスでログインができます

(ver1.3)


