
SPT GPS &
GAMETRAKA
使用ガイド



SPT GPS　前書き01

SPTは
GPSトラッキングシステム

アスリートが身に着けることにより、パフォーマンスを追跡・測定します。

ウェブアプリケーション Game Traka®
にて登録が必要

SPT GPSトラッキングシステムはウェブアプリケーション GameTraka®を
通して、計測したデータを管理・分析します。ご使用の際、インターネット環境が必要。※
また、Eメールでアカウントを取得することが必要です。

※1時間のデータは10MB位ありますので、Wi-FiかLANの環境がおススメです。

インターネット＆
Windows/Mac環境が必要

SPT GPSはUSBメモリスティックではありません。 
SPT GPSに記録されたデータを取得し、消去するには専用ソフトBridgeとパソコンが必要。
専用ソフトBridgeをインストールする際、インターネットの環境が必要。



02 SPT GPS - 始まります
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USBケーブルを使用してSPT GPSをコンピュータ（または外部電源）
に接続します。SPT GPSは約60分でフル充電できます。 ※
 ・  バッテリーランプが青色に変わると、SPT GPSは完全に充電されています。（図1）
　※フル充電は6時間持ちます

SPTデバイスを
充電する

SPTデバイスを
使用する

接続ランプ

ランプ バッテリーランプ

マルチファンクションボタンを1～2秒間押してSPT GPSの電源を入れます。
接続・GNSS・バッテリランプが点滅するとSPT GPSはオンになります。（図2）

活動中にSPT GPSをベストに固定してパフォーマンスを記録します。＊
 ・ GNSSランプが黄色に変わるとSPT GPSがデータを記録しています。
 ・ バッテリーランプは緑色に点灯し、接続ランプが点滅します。（図3）
 ・ GNSSのランプが点滅し始めると、SPT GPSはメモリ不足です。（図4） 
 ・ バッテリーのランプが赤色に変わると、バッテリーの電力不足です。（図5）

終了したら、マルチファンクションボタンを4秒間押してSPTデバイスをオフにします。 
・ すべてのランプが消灯したらSPTデバイスはオフになります。

マルチファン
クションボタン

図 4図 3図 2図 1 図 5

 SPTはオンです メモリ不足データ記録中フル充電 電力不足

＊注意： 
SPT GPSは屋内または高層ビルのエリアでは信号を得ることができません。 
SPT GPSは使用前にデータがいっぱいにならないようにご注意ください。

＊注意： 
マルチファンクションボタンを7秒間長押すとハードリセットになります。
出荷時の状態に戻り、データは削除されますので、お気を付けてください。



03 SPT GPS -データをダウンロードします

専用ソフトBRIDGEで
データをアップロード
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SPTデバイス
ランプ表示の説明

・ バッテリーランプが青色に点滅する場合、SPT GPSが充電中です。
・ バッテリーランプが点滅している場合、バッテリー残量が2時間未満です。
・ GNSSランプが赤く点灯している場合、SPT GPSは接続する衛星を探しています。
・ GNSSランプが黄色で点灯している場合、SPT GPSはGNSS衛星に接続されています。
・ GNSSランプがオレンジ色で点滅している場合、SPT GPSのデータスペースは50％しか残っていません。
   (SPT GPSのデータ容量は約10時間です) 
・ GNSSランプが赤色に点滅している場合、SPT GPSのメモリがいっぱいです。
・ SPT GPSが他のデバイスと接続やペアリングしている場合、接続ランプは青色で点灯します。 
・ 接続ランプが青色で点滅する場合、SPT GPSはBluetoothを発信しています。

Bridgeは、コンピュータをSPT GPSに接続するアプリです。 
SPT GPSに記録されたデータをダウンロードするために必要です。

BridgeをダウンロードしてコンピュータにインストールするにはSPT GPSホームページから 
https://www.spt-gps-japan.com/　或いは下のQRコードを読み取ってください。（図6）
【Windows 10+またはMac OS X v10.12 +と互換性があります】

SPT GPSをコンピュータに接続し（SPTがオンになっていることを確認してください）、Bridgeを開きます。（図7）  

i .   「Download File」をクリックすると、データファイルがデスクトップに（.gpsファイル拡張子を含む）
　  「SPT GPS Data」というフォルダに保存されます。
データを保存する際に分かりやすいように名付けして保存してください。

ii .   SPT GPSは、データ量によって異なりますが、最大10時間分までのデータを記録することができます。
　  データのダウンロードが完了して、問題がなければ、SPT GPSの内のデータを消去してください。

（図6） 

（図7）  
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GAMETRAKA®にファイルを
アップロードする

GameTraka®のトップメニュー中央にある「アップロード」をクリックします。

「ファイルをアップロード」をクリックし、Bridgeによって作成された「SPT GPS Data」ファイルから.gpsのデータを
選択します。 複数のデータを選択することは可能です。

サイト左側のパネルにファイルのアップロードが開始されます。※
・ アップロード、処理、保存の3つの手順を経る。 
・ 保存が完了すると、サイトの中央にデータ名が表示されます。

※1時間の試合データは約10MBあり、アップロードするには約1分間かかります。
　但し、インターネットとパソコンのスピードによって違います。
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SPT GPSウェブアプリケーションhttps://www.gametraka.com/にアクセスし、ページのフォームに必要事項を
記入してください。チームの招待コードをお持ちの場合は、チームに参加する招待コードを入れてください。

下記登録画面の「参加」をクリックし、次のページの追加情報続けて入力してください。

GAMETRAKA®に
サインアップ

04 GAMETRAKA® - 始まります

チームに参加する際
招待コードを入れてください

アカウントの登録が完成したら、Bridgeでダウンロードした「SPT GPS Data」を
GameTraka®にアップロードします。



05 GAMETRAKA® - ファイル管理

GAMETRAKA®に
データを割り当てる 
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プレイヤーの選択
トップメニューの下の　   から
・ 自分のデータであれば「個人のパフォーマンス」を選択してください。（図10）
・ 管理しているチームのデータであれば、所属するチームを選択し
データ名の下でプレイヤーを選択します。（図11）

イベントの入力
イベントがすでにシステムに存在する場合は、そのデータのイベントを選択し、「割り当て」をクリックしてください。 
イベントがない場合は、「クリックしてこのパフォーマンスの詳細を入力」か「イベント作成」をクリックします。 
i.　タイプ（ゲーム、トレーニングまたはその他）を選択します。（図12） 
ii.　日付を選択します。  
iii.   場所（ホーム、アウェイまたはその他）を選択します。
iv.   対戦相手/コメントを入力します。 
v.　「パフォーマンスを割り当て」か「イベント作成」をクリックします。 

プレイヤーとイベントを確認したら、「割り当て」をクリックします。（図13）
「パフォーマンスを表示」をクリックし、パフォーマンスが表示されます。

図10

図11

図12

図13



06 GAMETRAKA® -チーム管理

チームについて

GameTraka®では、チームを作ってチームのプレイヤーたちのデータを管理、評価、比較することができます。（図 8）
チームを作る場合、所属プレイヤーは各自のアカウントを持つ必要があります。
（ユニットは複数のプレイヤーに使われる場合でも）
チームのコーチまたはチーム管理者は自分のアカウントからチームに所属するプレイヤーのアカウントにデータを
アップロードできます。
 （GameTraka®ではチーム管理者を「マネージャー」で記載されています）
チーム内のプレイヤーは他のプレイヤーのデータを見ることができます。
データを公開したくない場合、プライバシーの設定にてプライベートにすることができます。（図9）
各自のデータは常に各自のアカウントに保存され、所有されます。 
コーチ/管理者は複数のチームの管理者になることは可能です。
プレイヤーとして、自分の所属するすべてのチームに自分のパフォーマンスデータを加えることができます。

図 8

図9

トップメニューの「イベント」をクリックし、比べたいイベントをお選びください

サイトの右上の　　クリックし、「設定」のページから設定してください。



07 GAMETRAKA® - チーム管理
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GAMETRAKA®で
チームを作る

トップメニューから「チーム」をクリックします。

「チームを作成」に移動します。 情報を記入してください。

チームを作成したアカウントはチーム管理者になります。
チーム管理者を追加する場合、次のステップにて進めてください。
（管理者を追加するには、チーム管理者になる必要があります）
i.　トップメニューの「チーム」をクリックします。 
ii.   管理しているチームをクリックし、ページの左側にあるチームオプションの「設定」をクリックします。
iii. 「Manager Invite（マネージャーの招待）」のセクションまでスクロールします。
iv.  招待する管理者のメールアドレスを入力してください。
　 「招待」をクリックします。
また、管理テーブルで管理者を削除したり、プレイヤーを管理者にすることもできます。



08 GAMETRAKA® - チーム管理
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GAMETRAKA®で
チームメンバーを追加

GameTraka®は、チームの各プレイヤーが自分のアカウントを持つことをおススメします。 
プレイヤーは、電子メールまたは招待コードでチームに参加するように招待することができます。 
電子メールまたは招待コードで招待するには：
（チームメンバーを追加するには、チーム管理者になる必要があります）

　　　 トップメニューの所属「チーム」に表示されたチームをクリックしてページに移動します。 
中央の列には、チームプレイヤーの情報が入った一覧表があり、左側の列には、チーム情報とプレイヤーを
招待コードがあります。 

　　　

　　　

             プレイヤーを招待するには、招待コードをプレイヤーに伝えます。
又はEメールボックスにプレイヤーのEメールを入力して Eメールでプレイヤーを招待します。



GAMETRAKA®の
パフォーマンスについて

08 GAMETRAKA - PERFORMANCES

ダッシュボードにはプレイヤー個人のパフォーマンス履歴が表示されます。
パフォーマンスは個人的な活動の概要です。
履歴 ： パフォーマンスの履歴が表示されます。 （図14）

グラフの下部にある距離・強度・最高速度・ゾーン6・力走・ワークレートをクリックすると各内容が表示されます。
各棒ブラフをクリックすると詳細な内訳が表示されます。（図15）

パーソナルベスト：ダッシュボードの左のパネルに表示されます。（図14）
距離・強度・トップスピード・ゾーン6
個人的なベストを示します。
これらの値は、より良いスコアがアップロードされるたびに自動更新されます。

09 GAMETRAKA® - パフォーマンス

図14 図15

ジュニア アマチュア エリート

力走の定義　　　　　　4.5m/s で移動した距離
スプリント回数の定義　4.5m/s で移動したときの回数
ウォーキングの定義　　ジュニア  1m/s                     アマチュア 1.1m/s              　エリート 1.1m/s
ジョギングの定義　　　ジュニア 1-2.8m/s               アマチュア 1.1-3.8m/s       　エリート 1.1-4.8m/s
ランニングの定義　　　ジュニア 2.8-5m/s               アマチュア 3.8-6m/s           　エリート 4.8-6.3m/s
スプリントの定義　　　ジュニア 5+                           アマチュア 6+                     　 エリート 6.3+



 パフォーマンスの
測定データについて

10 GAMETRAKA® - パフォーマンス

GameTraka®の測定は、プレイヤーのパフォーマンスを評価するデータを
表示します。

合計距離・・・・・・・・・・・　　　　　　　

力走・・・・・・・・・・・・・・

最高速度・・・・・・・・・・・　

合計時間・・・・・・・・・・・　　　　　　　

全力疾走の回数・・・・・・・　・　　        

ワークレート・・・・・・・・・

インパクト・・・・・・・・・・・    

強度・・・・・・・・・・・・

ウォーク、ジョグ＆ラン・・・・　  

6ゾーン走行距離  ・・・・・・　 　　　　　　

5分/1分インターバル・・・・　　　　

ヒートマップ・・・・・・・・・・　　

移動した合計距離。

4 . 5m / s以上の速度で移動した距離。　　  

パフォーマンス中での最高速度。

パフォーマンスの合計時間。

走行速度が特定の値を超えた回数。

パフォーマンスの時間に対する相対的な移動距離の合計。

中程度重（5.0-8.0 G）/重度重（+8.1 G）。

パフォーマンス全体の高速移動の頻度、強さ、長さを考えた累計での強度。

速度に分類された合計距離。

特定された速度の幅で走行した距離。

5分/1分間隔の歩行、ジョギング、ランニングのパフォーマンスの傾向。

フィールドまたは特定の地域で費やされた時間と活動範囲が分かります。

各ゾーンの速度値：

　　　　 メートル/秒　　　km /時
Zone1　　　0 - 2 　　　　   0 - 7
Zone2　　　2 - 3　　　　　7 - 11
Zone3　　　3 - 4　　　　  11 - 14
Zone4　　　4 - 5　　　　  14 - 18
Zone5　　　5 - 6　　　　  18 - 22
Zone6　　　6+　　　　　 22+
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GameTraka®では、セグメントを自動的または手動で追加することができます。
セグメントを自動的に追加することは、ゲームがいつ開始されたか終了したかがわからない場合に便利です。
ツールは推定値を作成し、後で調整することができます。 これは、セグメントをイベントに追加する最も速い方法です。 
セグメントを手動で追加することで、ゲームの前後半（または四半期、または期間など）の設定することができます。

セグメントを自動的に追加するには：

　　　    先にチームを選択し、上部にあるナビゲーションバーにある「イベント」をクリックします。 
　　　    左側からセグメントを作成するパフォーマンスのイベントをクリックします。

  　　　  左側の「セグメントを作成」をクリックすると、セグメントを編集するウィンドウが出ます。
　　　    セグメントを作成する時間範囲を決めて、完成させてください。

パフォーマンスに
※セグメントを追加する

1

2

セグメントを手動で追加するには：

　　　　パフォーマンスの詳細に移動し、パフォーマンスをクリックします。

　　　　左側のサイドバーで「セグメントを作成」をクリックします。 
編集ツールが開きます。（図16） 
 i.　「新しいセグメントの追加」をクリックしてカスタムセグメントを作成します。 
または、「クイック追加」をクリックして、事前に決められた時間のセグメントを作成します。
新しいカスタムセグメントを作成すると、全体のパフォーマンスが強調されます。 

i. 　セレクタのいずれかの端をドラッグして選択を変更します。 
　   または「開始」または「終了」時間を手動で編集します。 
　   編集ウィンドウが開きます。 （図17）
ii.    セグメントに名前をつけてください。
iii.   完了したら「終了」をクリックします。

※セグメントとは全体をいくつかに分割したうちの一つ一つの断片や区分の
　ことを指す。分割する操作(細分化)のことは「セグメンテーション」といいます。

図16 図17

11 GAMETRAKA® - パフォーマンス



パフォーマンスで
セグメントを削除する
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パフォーマンスをクリックして詳細なパフォーマンスのビューに移動します。
左側のパネルで「セグメントを編集」クリックします。 
編集ツールが表示されます。
編集ツールを使用する：
 
切り取られたセグメントをクリックとドラッグして選択します。 
複数選択することができます。 
・ 選択項目をダブルクリックします。 
・ ビュー選択にカーソルを置くと、削除するセクションが表示されます。

選択できましたら、「削除」をクリックするとセグメントを削除します。

12 GAMETRAKA® - パフォーマンス


