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2023年度登録の流れ

2023年度登録の流れ

マイページより継続登録を行ってください

※2023年3月31日までに登録をお願いしま
す。

2023年2月17日より新年度登録開始

2022年度の登録が有る団体 2022年度の登録が無い団体

新規登録画面より団体を登録してください

※次ページの「全体の流れと注意事項」を
ご確認の上、登録を行ってください。

→ 11ページ → 4ページ

継続登録について

・継続登録では下記の登録・変更を行い、
料金を支払う。
①団体の継続有無
②団体役員情報の変更
③各メンバーの継続有無
④各メンバー情報の変更

・メンバー追加を行う場合は、
継続登録後にマイページから追加する。

・継続登録時に登録要件を満たさない形で
登録した場合は、速やかにメンバー追加
を行うこと。

＜例＞
2022年度に4人の登録がある団体で、3人は
継続し、1人メンバー入れ替えを行う場合

①継続登録画面で3人のみ継続登録する
②マイページよりメンバー追加を行う

＜団体を移籍する機能が追加されました＞

マイページのメンバー追加から、自団体に
移籍させたいメンバーを検索することがで
きます。

検索できる条件

・左記の継続登録において、継続されな
かったメンバー（除籍されたメンバー）

・2023年3月31日までに継続登録されなかっ
た団体に所属していたメンバー

新規に登録した団体に移籍させる場合

・団体新規登録後にマイページのメンバー
追加から移籍させたいメンバーを検索し、
登録する。

・新規登録時に登録要件を満たさない形で
登録した場合は、速やかにメンバー追加
を行うこと。
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全体の流れと注意事項

全体の流れと注意事項

連盟年度登録

・各団体、１名が代表して年度登録を行ってください。
・団体メンバーでない方がその団体の年度登録を行うことも可能です。
・年度登録を行った方はWEB管理者として登録され、以後大会への申込や連盟からのメール
連絡を受け取ってください。
・個人登録の場合、登録される選手とは別の方が登録を行うこともできます。
上記の場合、その選手のWEB管理者は登録を行った方となります。
・WEB管理者はあとから自身以外にも登録・削除することができます。
・１名が複数団体のWEB管理者になることもできます。

大会申込

・団体を代表して大会申込を行うことができるのはその団体のWEB管理者だけです。
（オープン大会等で団体として出場しない場合は個人でも申込可）
・大会申込を行うためには、連盟年度登録が完了している必要があります。
（年度登録の確定タイミングはお支払い完了後です）
・複数のWEB管理者で分担して大会申込を行う場合、重複登録に注意してください。

必ずこのページを確認してから登録・申込を行ってください

ミングルスへの会員登録

連盟年度登録

大会申込

全体の流れ



１．ミングルス会員登録手順
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①ミングルスサイトの「会員登録/
ログイン」をクリックする

ミングルスへのアクセス方法
・「ミングルス」で検索
・下記のURLにアクセス
https://www.mingles.jp

②「会員登録」をクリックする

１．ミングルス会員登録手順

既にミングルスへの会員登録が完了している方は、登録済みのアカウントを使用できます。

③必要項目を入力し、確認画面・
登録完了画面へ進む

１．必要項目を入力する

２．「確認画面へ進む」を
クリックする

３．入力内容の確認を行い、
登録を完了する



２．連盟年度登録手順
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①ミングルスサイトの「大会検索/
申込」をクリックする。

ミングルスへのアクセス方法
・「ミングルス」で検索
・下記のURLにアクセス
https://www.mingles.jp

②ミングルス大会検索の最下部、
「連盟年度登録はこちら」を
クリックする。

２．連盟年度登録手順

２ー１．新規登録の場合（ミングルスでの登録履歴が無い場合はこちら）



２．連盟年度登録手順
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③年度登録を行う連盟を選択する

④登録方法（個人/団体）を
選択する

●個人登録の場合

個人登録の場合・・・p.6
団体登録の場合・・・p.7

①必要項目を入力し、お支払いに
進む。

１．ステータス「新規」を
選択する

２．メンバー情報を入力する
「追加する」ボタンから
メンバー情報を追加します。

３．お支払い料金を確認する

４．お支払いに進む

※お支払い画面に進むと登録画面に
戻ることはできません。
お支払いに進む前に入力内容を
確認してください。

ミングルスサイトにログインしていない場合、個人・団体を選択するとログインページへ
案内があります。メールアドレスとパスワードを入力し、ログインを行ってください。

※継続登録の場合は本手順書の
「２－２．継続登録の場合」を
参照してください。



２．連盟年度登録手順
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②お支払いを行う

決済方法を選択し、お支払いを行う

・クレジットカード払い
画面の案内に従ってカードを登
録し、お支払いを確定してくだ
さい。

・コンビニ払い
申込完了のメール内にお支払い
の案内URLがあります。
お支払い方法を選択し、お支払
いを完了してください。

※コンビニ払いのお支払い期限は申
込から３日後の23時59分です。

●団体登録の場合

１．団体名を入力し、ステータス
「新規」を選択する

①必要項目を入力し、お支払いに
進む。

・団体の選手登録数に上限は
ありません。
・同一団体をＡ、Ｂ、Ｃ…と
分ける必要はありません。

お支払いが完了次第、連盟年度登録は完了です。
お支払い完了からマイページに反映されるまで、時間がかかる場合があります。

※継続登録の場合は本手順書の
「２－２．継続団体の場合」を
参照してください。



２．連盟年度登録手順
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２．団体役員情報を入力する

※お支払い画面に進むと登録画面に
戻ることはできません。
お支払いに進む前に入力内容を
確認してください。

・団体役員情報は年度の途中で
変更することはできません。
・団体役員は団体メンバーである
必要はありません。
・団体役員をメンバーが担当する
場合、下部の選手登録にて再度
メンバーとして登録する必要が
あります。

３．メンバー情報を入力する
「追加する」ボタンから
メンバー情報を追加します。

４．お支払い料金を確認する

５．お支払いに進む

メンバーの区内者率が50％以上に
なるよう登録を行ってください。

条件を満たしていない場合、大会
に申込することができません。
その際は「３．メンバー編集・
WEB管理者の編集・領収書の発
行」を参照の上、速やかに選手の
追加を行ってください。



２．連盟年度登録手順
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②お支払いを行う

決済方法を選択し、お支払いを行う

・クレジットカード払い
画面の案内に従ってカードを登
録し、お支払いを確定してくだ
さい。

・コンビニ払い
申込完了のメール内にお支払い
の案内URLがあります。
お支払い方法を選択し、お支払
いを完了してください。

※コンビニ払いのお支払い期限は申
込から３日後の23時59分です。

お支払いが完了次第、連盟年度登録は完了です。
お支払い完了からマイページに反映されるまで、時間がかかる場合があります。



２．連盟年度登録手順
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①ミングルスサイトの「マイページ」
をクリックする。

ミングルスへのアクセス方法
・「ミングルス」で検索
・下記のURLにアクセス
https://www.mingles.jp

②「登録済み連盟一覧」をクリック
する。

２ー２．継続登録の場合（ミングルスでの登録履歴がある場合はこちら）

ミングルスサイトにログインしていない場合、ログインページへ案内があります。
メールアドレスとパスワードを入力し、ログインを行ってください。

③継続登録を行う団体を選択する。

2022年に登録のある団体はこちらです。2023年度の登録は2023年3月31日までに
実施してください。登録が間に合わなかった場合は、13pを参照してください。



２．連盟年度登録手順
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④団体役員情報とメンバー情報を
更新する。

１．団体役員情報に更新がある場合は
内容を変更する。

２．メンバー情報に変更がある場合は
内容を変更する。

３．次年度の登録を行わないメンバー
には「除籍」にチェックを入れる。

４．内容を確認し、「年度更新を
確定する」をクリックする。

※「高校生以下」などのステータス
変更に特に注意してください。

※団体として次年度の登録を行わない
場合は「年度更新をしない場合は
こちら」をクリックしてください。

・メンバーの追加を行う場合
次年度の登録が完了後、
マイページより追加ができます。
（詳しくは本手順書の「３．メン
バー編集・WEB管理者の編集・領
収書の発行」を参照）

年度登録の際、一時的に連盟の登
録条件（４名以上、区内者率50％
以上）を満たさなくなった場合は
マイページより速やかにメンバー
の追加を行ってください。

※お支払い画面に進むと登録画面に
戻ることはできません。
お支払いに進む前に入力内容を
確認してください。



２．連盟年度登録手順
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⑤お支払いを行う

決済方法を選択し、お支払いを行う

・クレジットカード払い
画面の案内に従ってカードを登
録し、お支払いを確定してくだ
さい。

・コンビニ払い
申込完了のメール内にお支払い
の案内URLがあります。
お支払い方法を選択し、お支払
いを完了してください。

※コンビニ払いのお支払い期限は申
込から３日後の23時59分です。

お支払いが完了次第、連盟年度登録は完了です。
お支払い完了からマイページに反映されるまで、時間がかかる場合があります。

①お支払い期限が過ぎてしまった場合
マイページから年度更新画面に進むことで再度お支払いを行うことができます。

②年度登録更新期間（2023年3月31日）を過ぎてしまった場合
年度登録更新期間内に次年度の登録が行われなかった場合、全メンバーが「除籍」扱いと
なります。

更新期間後に再度同団体の登録を行う場合は、下記の手順で操作を行ってください。
１．団体の更新を行う。（「２ー２．継続登録の場合」を参照）
２．メンバーの追加（復帰）を行う。（「３．メンバー編集・WEB管理者の編集・

領収書の発行」を参照）

２ー３．継続登録の注意点



３．年度登録後のメンバー編集・WEB管理者の編集・領収書の発行
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①ミングルスサイトの「マイページ」
をクリックする。

ミングルスへのアクセス方法
・「ミングルス」で検索
・下記のURLにアクセス
https://www.mingles.jp

②左メニュー内の連盟メニューから
「登録連盟一覧」を選択する。

３．メンバー編集・WEB管理者の編集・領収書の発行

連盟メニューはWEB管理者に
のみ表示されます。

１．登録連盟一覧
メンバーの編集やWEB管理者の
編集ができます。

２．お支払い一覧
連盟年度登録のお支払い履歴の
確認と領収書の発行ができます。

①操作を行いたい団体を選択する

１．メンバー情報の確認・追加・編集
メンバーの編集や追加ができます。

２．WEB管理者追加・権限変更・削除
WEB管理者の追加・削除・権限
変更ができます。

３－１・登録連盟一覧

登録連盟一覧では自身がWEB管理者となっている団体が表示され、登録済みのメンバー情
報の編集・メンバーの追加、WEB管理者の編集・追加ができます。



３．年度登録後のメンバー編集・WEB管理者の編集・領収書の発行
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②各種操作を行う

・メンバーの編集を行う
編集ボタンを押し、編集を行います。

・編集を確定する
確定ボタンを押し、編集を確定します。

・メンバーの追加を行う
追加ボタンを押し、メンバー追加画面に
移動します。
→p.10

※確定ボタンを押す前にメンバー追加を
行った場合、編集内容が失われます。メ
ンバー編集後は必ず確定ボタンを押して
ください。

編集時・追加時にもメンバーの区
内者率が50％以上になるよう登録
を行ってください。

①操作を行いたい団体を選択し、
メンバー情報の確認・追加・編集を
クリックする

３ー１ー１．メンバー情報の確認・追加・編集



３．年度登録後のメンバー編集・WEB管理者の編集・領収書の発行

16

→「メンバー追加」をクリック時

追加時にもメンバーの区内者率が
50％以上になるよう登録を行って
ください。

・新規メンバー（ミングルスでの
連盟登録履歴の無いメンバー）の
場合、「新規追加」からメンバー
情報を入力する。

・過去にミングルスからいずれか
の団体へ登録した履歴のあるメン
バーの場合、「移籍復帰」からメ
ンバーを検索する。

・お支払い料金を確認する

・お支払いに進む

→「お支払いに進む」をクリック時

決済方法を選択し、お支払いを行う

・クレジットカード払い
画面の案内に従ってカードを登
録し、お支払いを確定してくだ
さい。

・コンビニ払い
申込完了のメール内にお支払い
の案内URLがあります。
お支払い方法を選択し、お支払
いを完了してください。

※コンビニ払いのお支払い期限は申
込から３日後の23時59分です。

お支払いが完了次第、メンバー追加は完了です。
お支払い完了からマイページに反映されるまで、時間がかかる場合があります。

※「移籍復帰」から検索できるメン
バーは他団体を「除籍」になってい
るメンバーのみです。



３．年度登録後のメンバー編集・WEB管理者の編集・領収書の発行
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②各種操作を行う

・WEB管理者の権限編集・削除
WEB管理者の権限編集や削除が
できます。

・WEB管理者権限編集の確定
「変更を確定するボタン」を
クリックすることで、管理者
権限の確定を行います。

・WEB管理者の招待
WEB管理者の招待を行うことが
できます。
招待を行う前に必ず画面最下部の
「権限についての説明」を確認
してください。

・団体登録権限（最高権限）を持つ
ユーザーのみ各種確認・変更を
行うことができます
・団体登録権限を持つユーザーを
０人にするような変更はできません。

３ー１ー２．WEB管理者追加・権限変更・削除

①操作を行いたい団体を選択し、
WEB管理者追加・権限変更・削除を
クリックする

・団体登録権限（最高権限）を持つ
ユーザーのみ表示されます。

WEB管理者の権限一覧・・・当手順書の最終ページ



３．年度登録後のメンバー編集・WEB管理者の編集・領収書の発行
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３－２．領収書の発行（年度登録お支払い一覧）

年度登録お支払い一覧では、年度登録でのお支払い履歴と領収書の発行ができます。

①「領収書」ボタンをクリックし、
領収書を発行する



４．大会申込手順
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①ミングルスサイトの「大会検索/
申込」をクリックする

ミングルスへのアクセス方法
・「ミングルス」で検索
・下記のURLにアクセス
https://www.mingles.jp

４．大会申込手順

大会申込を行うことができるのはWEB管理者のみです。

②申込を行いたい大会を検索する

例
キーワード：中野区
開催月：2022年５月

③申込を行いたい大会を
クリックする

４ー１．クローズド大会への申込

※クローズド大会・・・参加条件に中野区卓球連盟への年度登録が含まれる大会



４．大会申込手順

20

④大会の内容を確認し、「大会に
申し込む」をクリックする

⑤申し込みを行う団体を選択する

※申し込みを行う前に必ず大会要項の
確認を行ってください。

ミングルスサイトにログインしていない場合、申込に進むとログインページへ案内があり
ます。メールアドレスとパスワードを入力し、ログインを行ってください。
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⑥種目を選択し、参加者リストを作成

・シングルスの場合
選手を選択することで登録されます。

・ダブルスの場合
選手を２名選択し、「登録」ボタンを
クリックすることで登録されます。
また、別団体から選手を検索すること
もできます。

・団体戦の場合
既定人数の選手を選択し、「監督名」
「チーム名」を入力します。その後
「登録」ボタンをクリックすることで
登録されます。

１．種目を選択する

２．「参加者の追加」をクリック
→下記の画面が表示される

３．選手を選択し、登録する

上記を繰り返し、複数種目・複数選手を同時に登録することができます。

上図のように午前の部・午後の部のように種目が分かれている大会は、１選手につき各部
から１つずつの種目に登録することができます。

自身の団体に所属している選手が表示
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４．お支払い金額を確認する
申込画面最下部に表示されている
お支払い料金を確認する

５．登録内容を再度確認し、
「お支払いへ進む」をクリックする

※お支払い画面に進むと登録画面に
戻ることはできません。
お支払いに進む前に入力内容を
確認してください。
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⑦お支払いを行う

決済方法を選択し、お支払いを行う

・クレジットカード払い
画面の案内に従ってカードを登
録し、お支払いを確定してくだ
さい。

・コンビニ払い
申込完了のメール内にお支払い
の案内URLがあります。
お支払い方法を選択し、お支払
いを完了してください。

※コンビニ払いのお支払い期限は申
込から３日後の23時59分です。

大会申込後は、マイページから申込履歴の確認と領収書の発行ができます。

※注意

申し込み完了後にミングルスのサイト上で登録内容の変更やキャンセルはできません。
お問い合わせは中野区卓球連盟までお願いします。

中野区卓球連盟ホームページ内お問い合わせ
https://nakanottf.wordpress.com/

中野区卓球連盟メールアドレス
nakanottf@gmail.com

お問い合わせ

https://nakanottf.wordpress.com/
mailto:nakanottf@gmail.com
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４ー２．オープン大会への申込

オープン大会は誰でも申込を行うことができますが、中野区へ登録済みの団体として参加す
る場合は該当団体のWEB管理者が申込を行ってください。

※対象の大会・・・中野区東京オープン卓球大会

①ミングルスサイトの「大会検索/
申込」をクリックする

ミングルスへのアクセス方法
・「ミングルス」で検索
・下記のURLにアクセス
https://www.mingles.jp

②申込を行いたい大会を検索する

例
キーワード：中野区
開催月：2022年５月

４ー２ー１．中野区へ登録済みの方（WEB管理者）の申込手順
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④大会の内容を確認し、「大会に
申し込む」をクリックする

※申し込みを行う前に必ず大会要項の
確認を行ってください。

ミングルスサイトにログインしていない場合、申込に進むとログインページへ案内があり
ます。メールアドレスとパスワードを入力し、ログインを行ってください。

③申込を行いたい大会を
クリックする



４．大会申込手順

26

⑤申し込みを行う団体を選択する

１．年度登録済の団体から参加の場合

→申込を行う団体を選択する

２．外部の団体として参加する場合

→「登録外団体から申し込む」から申込に進む

⑥種目を選択し、参加者リストを作成

１．種目を選択する

２．「参加者の追加」をクリック
→下記の画面が表示される

自身の団体に所属している選手が表示

・シングルスの場合
選手を選択することで登録されます。

・ダブルスの場合
選手を２名選択し、「登録」ボタンを
クリックすることで登録されます。
また、別団体から選手を検索すること
もできます。

３．選手を選択し、登録する
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※登録外の選手を追加する場合

Ⅰ．「登録外選手の追加」を
クリック

Ⅱ．「追加」をクリック

Ⅲ．必要項目を入力し、「追加」を
クリック

→選手の追加が完了します。

・備考欄について
戦型や主な戦績をご記入ください。
組合せの参考として使用します。

※この時点ではまだ参加登録は完了して
いません。

登録外選手の追加が完了すると、すべ
ての種目の選手一覧に該当の選手が表
示されるようになります。
前頁⑥の内容に沿って、参加者登録を
行ってください。
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※手動追加した選手情報を編集する

Ⅰ．「編集」をクリック

Ⅱ．変更したい項目を編集し、
「保存」をクリック

※いずれかの種目に登録済みの選手は
編集を行うことができません。
先に種目への登録を解除してくださ
い。
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４．お支払い金額を確認する
申込画面最下部に表示されている
お支払い料金を確認する

５．登録内容を再度確認し、
「お支払いへ進む」をクリックする

※お支払い画面に進むと登録画面に
戻ることはできません。
お支払いに進む前に入力内容を
確認してください。
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⑦お支払いを行う

決済方法を選択し、お支払いを行う

・クレジットカード払い
画面の案内に従ってカードを登
録し、お支払いを確定してくだ
さい。

・コンビニ払い
申込完了のメール内にお支払い
の案内URLがあります。
お支払い方法を選択し、お支払
いを完了してください。

※コンビニ払いのお支払い期限は申
込から３日後の23時59分です。

大会申込後は、マイページから申込履歴の確認と領収書の発行ができます。

※注意

申し込み完了後にミングルスのサイト上で登録内容の変更やキャンセルはできません。
お問い合わせは中野区卓球連盟までお願いします。

中野区卓球連盟ホームページ内お問い合わせ
https://nakanottf.wordpress.com/

中野区卓球連盟メールアドレス
nakanottf@gmail.com

お問い合わせ

https://nakanottf.wordpress.com/
mailto:nakanottf@gmail.com
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①ミングルスサイトの「大会検索/
申込」をクリックする

ミングルスへのアクセス方法
・「ミングルス」で検索
・下記のURLにアクセス
https://www.mingles.jp

②申込を行いたい大会を検索する

例
キーワード：中野区
開催月：2022年５月

４ー２ー２．中野区へ登録の無い方の申込手順

③申込を行いたい大会を
クリックする

大会へのお申し込みにはミングルスへの会員登録が必須です。
詳しい手順は4pをご確認ください。
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④大会の内容を確認し、「大会に
申し込む」をクリックする

※申し込みを行う前に必ず大会要項の
確認を行ってください。

ミングルスサイトにログインしていない場合、申込に進むとログインページへ案内があり
ます。メールアドレスとパスワードを入力し、ログインを行ってください。
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⑤選手情報を入力する

・お申し込みの流れ

１．選手情報を入力する

２．入力した選手を各種目の参加者
リストに追加する

３．お支払いに進む

Ⅰ．「登録外選手の追加」を
クリック

Ⅱ．「追加」をクリック
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Ⅲ．必要項目を入力し、「追加」を
クリック

→選手の追加が完了します。

・備考欄について
戦型や主な戦績をご記入ください。
組合せの参考として使用します。

※この時点ではまだ参加登録は完了して
いません。

登録外選手の追加が完了すると、すべ
ての種目の選手一覧に該当の選手が表
示されるようになります。
次頁⑥の内容に沿って、参加者登録を
行ってください。

※入力した選手情報を編集する

Ⅰ．「編集」をクリック

Ⅱ．変更したい項目を編集し、
「保存」をクリック

※いずれかの種目に登録済みの選手は
編集を行うことができません。
先に種目への登録を解除してくださ
い。
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Ⅱ．変更したい項目を編集し、「保存」を
クリック
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⑥種目を選択し、参加者リストを作成

１．種目を選択する

２．「参加者の追加」をクリック
→下記の画面が表示される

「登録外選手の追加」で入力した
選手の情報が表示される。

・シングルスの場合
選手を選択することで登録されます。

・ダブルスの場合
選手を２名選択し、「登録」ボタンを
クリックすることで登録されます。

３．選手を選択し、登録する
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４．お支払い金額を確認する
申込画面最下部に表示されている
お支払い料金を確認する

５．登録内容を再度確認し、
「お支払いへ進む」をクリックする

※お支払い画面に進むと登録画面に
戻ることはできません。
お支払いに進む前に入力内容を
確認してください。
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⑦お支払いを行う

決済方法を選択し、お支払いを行う

・クレジットカード払い
画面の案内に従ってカードを登
録し、お支払いを確定してくだ
さい。

・コンビニ払い
申込完了のメール内にお支払い
の案内URLがあります。
お支払い方法を選択し、お支払
いを完了してください。

※コンビニ払いのお支払い期限は申
込から３日後の23時59分です。

大会申込後は、マイページから申込履歴の確認と領収書の発行ができます。

※注意

申し込み完了後にミングルスのサイト上で登録内容の変更やキャンセルはできません。
お問い合わせは中野区卓球連盟までお願いします。

中野区卓球連盟ホームページ内お問い合わせ
https://nakanottf.wordpress.com/

中野区卓球連盟メールアドレス
nakanottf@gmail.com

お問い合わせ

https://nakanottf.wordpress.com/
mailto:nakanottf@gmail.com


４．大会申込手順

39

①ミングルスサイトの「大会検索/
申込」をクリックする

ミングルスへのアクセス方法
・「ミングルス」で検索
・下記のURLにアクセス
https://www.mingles.jp

②申込を行いたい大会を検索する

例
キーワード：中野区
開催月：2022年５月

４ー３．ＰＴＡ大会への申込手順

③申込を行いたい大会を
クリックする

大会へのお申し込みにはミングルスへの会員登録が必須です。
詳しい手順は4pをご確認ください。
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④大会の内容を確認し、「大会に
申し込む」をクリックする

※申し込みを行う前に必ず大会要項の
確認を行ってください。

ミングルスサイトにログインしていない場合、申込に進むとログインページへ案内があり
ます。メールアドレスとパスワードを入力し、ログインを行ってください。

⑤申し込みを行う種目を選択する
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⑥大会参加のチーム・メンバー情報を
入力し、確認画面へ進む。

※複数チームの申込を行う場合は
「追加する」をクリック

・所属チーム
学校名（園名）を記載してください。
同一校から複数のチームが出場する
場合は、強さ順にＡ，Ｂ，Ｃ…を付与
してください。

・備考
各チーム「選手１」の備考欄に監督名
を記載してください。
選手２以降は不要です。
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⑦内容を確認し、お支払いへ進む
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⑧お支払いを行う

決済方法を選択し、お支払いを行う

・クレジットカード払い
画面の案内に従ってカードを登
録し、お支払いを確定してくだ
さい。

・コンビニ払い
申込完了のメール内にお支払い
の案内URLがあります。
お支払い方法を選択し、お支払
いを完了してください。

※コンビニ払いのお支払い期限は申
込から３日後の23時59分です。

大会申込後は、マイページから申込履歴の確認と領収書の発行ができます。

※注意

申し込み完了後にミングルスのサイト上で登録内容の変更やキャンセルはできません。
お問い合わせは中野区卓球連盟までお願いします。

中野区卓球連盟ホームページ内お問い合わせ
https://nakanottf.wordpress.com/

中野区卓球連盟メールアドレス
nakanottf@gmail.com

お問い合わせ

https://nakanottf.wordpress.com/
mailto:nakanottf@gmail.com
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WEB管理者の権限一覧

団体登録権限
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