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リアルタイム位置情報サービスを導入している大会向けに、
選手の位置情報をリアルタイムに応援者に伝える
応援サポートアプリ（ABeacon ナビ）を公開中です

選手の皆様には位置情報を知らせる電波発信機（ビーコン）を
装着して競技していただいており、

応援したい選手のゼッケン番号を登録することで
選手のリアルタイムな位置情報を知ることができます

ぜひアプリをダウンロードして応援にお役立てください！

アプリはここからダウンロード！

Android iOS

スマートフォンアプリ操作方法 (Android 編 )

１．大会を選択する

①アプリを起動すると大会一覧が表示されます
ので、大会名をタップしてください。
　※初回起動時は「利用規約」の画面が表示されますので、
　　承諾を行ってください。

②大会を選択するとメイン画面（マップ画面）　
　が表示され、マップには現在地が表示されま
　す。

【初回起動時の利用規約画面】 【大会一覧画面】

「同意します」を
タップ

ここをタップ

リアルタイム位置情報サービス

選手応援アプリ公開中！

Androidの操作手順です。
次ページに続きます！
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②応援したい選手のゼッケン番号を入力します ③番号入力後、「登録」をタップして選手を登録します

※注：図では選手名も

　　　表示されていますが、

　　　ハイフン表示

　　　（名前は非表示）となります

「登録」をタップここをタップして…

３．選手の位置を確認する

②マップ上に競技中選手がどの辺りにいるのかを

　マーカーで表示します

※複数選手を登録している場合、誰がどこにいる
　のかを確認するには、マーカーをタップして選
　手情報を表示してください

ここをタップ！

ここをタップ！

登録完了すると登録人数が表示されます
最大 4名まで設定することができます。

選手マーカーを
タップすると…

４．選手の接近通知を設定する

①メイン画面の「選手」アイコンを

　タップします

２．応援したい選手を登録する

ゼッケン番号を
入力します

ここをタップして
メイン画面に戻ります

①メイン画面の「Class」をタップし、応援選

手の出場クラスをタップします

※マーカーが表示されるのは

　競技開始後となります。

　また、選手のペース解析のため、

  各競技開始直後の約 1km地点は位置固定で表示

  各競技開始直後の約 2km地点より

　リアルタイム位置表示を開始となります。

このようなマーカーが
登録選手分表示されます

選手のペースを
「UP」「KEEP」「DOWN」

で表現

選手情報を表示します
　・ゼッケン番号
　・タイム
　・ペース
　・クラス順位
　・周回数
　・競技種目

①メイン画面の「近接」アイコンをタップします

ここをタップ！

このアイコンを

タップ！

※登録選手を削除する場合は、削除対象選手
　アイコンをタップして、ポップアップ
　メッセージの「削除」をタップします

削除対象の
選手をタップ

「削除」をタップ

※②の選手登録時に「選手追跡」を設定すると、

　選手の位置を追従して画面に表示させることができます

ゼッケン番号入力後、
「選手追跡」をタップして

「完了」をタップ

追従モードで
設定されます

注：追跡モード設定が

　　できる選手は

　　1名に限られます

1 秒以上に設定すると
登録選手が近づいた際に

設定秒間バイブが振動します

※注意：本設定を行うと、電池消費量が増加する場合があります

②「近接通知バイブレーション時間」バーを

　1秒以上の値に設定します

③登録選手があなたのいる約 50m圏内に近づ

　いた際に、バイブレーションとともに画面

　に通知が届きます

画面下部に
このようなメッセージが

表示されます

※注：図では選手名も
　　　表示されていますが、
　　　ハイフン表示
　　　（名前は非表示）となります

選手登録をしておくと、選手の位置情報のほかに、
ゴール通知やリタイア通知が届きます
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５．選手の記録を見る

①メイン画面のメニューアイコンを

　タップすると、右側から登録選手の

　一覧が表示されます。記録を見たい

　選手の行を長押ししてください

６．通知を受け取る、通知履歴を見る

スマートフォンアプリ操作方法 (iOS 編 )
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１．大会を選択する

①アプリを起動すると大会一覧が表示されます
ので、大会名をタップしてください。
　※初回起動時は「利用規約」の画面が表示されますので、
　　承諾を行ってください。

②大会を選択するとメイン画面（マップ画面）　
　が表示され、マップには現在地が表示されま
　す。

【初回起動時の利用規約画面】 【大会一覧画面】

②応援したい選手のゼッケン番号を入力します ③番号入力後、「登録」をタップして選手を登録します①メイン画面の「選手」アイコンを

　タップします

２．応援したい選手を登録する

※登録選手を削除する場合は、削除対象選手
　アイコンをタップして、ポップアップ
　メッセージの「削除」をタップします

※②の選手登録時に「選手追跡」を設定すると、

　選手の位置を追従して画面に表示させることができます

注：追跡モード設定が

　　できる選手は

　　1名に限られます

選手登録をしておくと、選手の位置情報のほかに、
ゴール通知やリタイア通知が届きます

ここをタップ
記録を見たい

選手の行を長押し
※注：図では選手名が

　　　表示されていますが、

　　　ゼッケン番号と

　　　ハイフン表示（名前は非表示）となります

②選手の競技ごとのタイム、

　ペース、順位を一覧で表示

　します
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①大会本部から

　メッセージが送られ

　てくると、画面下部

　に表示されます

②受信したメッセージを確認するには、メイ

　ン画面の「通知」アイコンをタップしてく

　ださい

メッセージ受信に関する
設定は必要ありません

ここをタップ

登録選手のリタイア通知も
表示されます
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ここ（画像部分）
をタップ

「同意する」を
タップ

このアイコンを

タップ！

ここをタップして…

登録完了すると選手アイコンが表示されます
最大 4名まで設定することができます。

追従モードで
設定されます

ゼッケン番号入力後、
「選手追跡」をタップして

「登録」をタップ
削除対象の
選手をタップ

「OK」をタップ

ゼッケン番号を
入力する

「登録」をタップ

ここをタップして
メイン画面に戻ります

iOSの操作手順です。
次ページも見てね！
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※注：図では選手名も

　　　表示されていますが、

　　　ハイフン表示

　　　（名前は非表示）となります

３．選手の位置を確認する

②マップ上に競技中選手がどの辺りにいるのかを

　マーカーで表示します

※複数選手を登録している場合、誰がどこにいる
　のかを確認するには、マーカーをタップして選
　手情報を表示してください

４．選手の接近通知を設定する

①メイン画面の「Class」をタップし、応援選

手の出場クラスをタップします

※マーカーが表示されるのは
　競技開始後となります。
　また、選手のペース解析のため、
  各競技開始直後の約 1km地点は位置固定で表示
  各競技開始直後の約 2km地点より
　リアルタイム位置表示を開始となります。

①メイン画面の「近接」アイコンをタップします

ここをタップ！

1 秒以上に設定すると
登録選手が近づいた際に

設定秒間バイブが振動します

※注意：本設定を行うと、電池消費量が増加する場合があります

②「近接通知バイブレーション時間」バーを

　1秒以上の値に設定します
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③登録選手があなたのいる約 50m圏内に近づ

　いた際に、バイブレーションとともに画面

　に通知が届きます

※注：図では選手名も
　　　表示されていますが、
　　　ハイフン表示
　　　（名前は非表示）となります
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５．選手の記録を見る

①メイン画面のメニューアイコンを

　タップすると、右側から登録選手の

　一覧が表示されます。記録を見たい

　選手の「i」アイコンをタップしてく

ださい。

６．通知を受け取る、通知履歴を見る

※注：ゼッケン番号と

　　　ハイフン表示（名前は非表示）となります

②選手の競技ごとのタイム、

　ペース、順位を一覧で表示

　します
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①大会本部から

　メッセージが送られ

　てくると、画面下部

　に表示されます

②受信したメッセージを確認するには、メイ

　ン画面の「通知」アイコンをタップしてく

　ださい

このようなマーカーが
登録選手分表示されます

選手のペースを
「UP」「KEEP」「DOWN」

で表現

選手マーカーを
タップすると…

選手情報を表示します
　・ゼッケン番号
　・タイム
　・ペース
　・クラス順位
　・周回数
　・競技種目

画面下部に
このようなメッセージが

表示されます

ここをタップ！

ここをタップ！

ここをタップ
記録を見たい選手の

「i」アイコンをタップ

メッセージ受信に関する
設定は必要ありません

登録選手のリタイア通知も
表示されます

ここをタップ






