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登録ステップ

• UTR年間メンバーシップへの登録は、UTRのホームページ上から行います。

• 本マニュアルでは、UTRのウェブページからの登録の進め方を説明します。

• 別途、JTRAよりお送りしたUTRの案内メールのリンクをお持ちのかたはそちらから進んでいただくこと
も可能です。

• 以下の主に３つのステップで登録を進めます。

アカウント開設 プロフィール設定
UTR登録費

支払い

選手のUTRアカウ
ントを開設

選手のプロフィール
設定を充実させる

UTRの年間の登録費
の支払いを進める



ステップ１：アカウントの開設

アカウント開設 プロフィール設定
UTR登録費

支払い

選手の
UTRアカウント
を開設

選手のプロフィール
設定を充実させる

UTRの年間の登録費
の支払いを進める



選手のUTRアカウントを開設する
UTRのウェブサイトから登録画面に進む。

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

①Myutr.comへアクセス

② UTRのサイトに到着し
たら、Sign in もしくはJoin
をクリックする。

myutr.com



選手のUTRアカウントを開設する
Join Nowを選択し、アカウント作成プロセスを開始する

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

（アカウントをお持ちでない場合）
ログイン画面に到着したらJoin Nowをク
リックしてください。

お持ちの場合には、ID（登録したメー
ルアドレス）とパスワードでログイン
ください。→本マニュアル PXXへ



選手のUTRアカウントを開設する
選手登録のためにメアドとパスワードを用意

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

ここではメールで登録する方のプロセスを紹介します。

① IDに使うメールアドレスを入力する。
複数のお子様のプレイヤーを登録される予定の方は複数のメー
ルアドレスをご用意ください。（仕組み上、IDとしてメールア
ドレスが使われるため、複数のアカウントの登録に使うことが
できません）

② パスワードをこちらで設定ください。
８文字以上、大文字を一つ以上、そして数字を含めてください。
（条件を満たしたものについては、〇印が緑色に変わります）

③ 緑のボタンを通して登録を進める。
こちらでの登録情報は、すべてUTRにて管理されます。登録を
進めることはUTRのTerms of serviceに同意したことになります
ので、気になる方は、緑のボタン下のTerms of serviceより詳細
をご確認ください。

（例）James.Bond@MI6.org



選手のUTRアカウントを開設する
選手の基本情報を入力（親ではなく登録する選手の情報を！）

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

次にプロファイルの設定の案内が出てきます。

以下のすべての入力項目は、半角のローマ字入力です。
全角入力には対応していないようですので、ご留意ください。

First Name：選手の下の名前を入力
Last Name：選手の下の名前を入力
Location :ご在住の都市名を入力（郵便番号でも可）
Mobile number :こちらは連絡先の電話番号を入力
左側の国旗のマークをクリックして、日本（日本在住の方）を選択ください。

Male/Female 性別：男性の方はMale、女性はFemaleを選択
Birthday：生年月日：こちらは月、日、西暦年で入力
入力完了したら、下の緑色のボタンContinueを押して次のステップへ

（訳）なぜ生年月日の入力が必要なのか？
生年月日は、その年代に沿ったUTRのレーティングになっているかを確認する
手段として重要です。プライバシー情報ですので、同意なく外部に共有・発信
することはありません。詳しくはデータポリシーを確認ください。

（訳）お子様の登録を行う親御様へ
名前、在住都市等は、（親の名前ではなく）お子様のお名前でお願いします。
もしも複数名のお子様を登録される場合にはそれぞれのお子様のアカウント設
定が必要となります。



選手のUTRアカウントを開設する
既にある情報との照合を行い、必要に応じて統合する

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

基本情報の入力が終わりますと、左のよう
なページに至ります。

こちらのステップでは、すでにUTRのデー
タベースに登録を進めている選手のデータ
がある場合には、今作成中のアカウントに
統合することができます。

①登録選手の名前のスペルなどを確認の後、
緑のSearchボタンを押す
もしも、同姓同名の名前で自分と思われるものが
出てきた場合には、それを選択してください。過
去にUTRの試合に参加している場合などに試合結
果がデータベースに登録されていることがあるよ
うです。

特に照合されるべき情報がない場合には、
左のような画面になりますので、その下に
ある白枠の新たにプロファイルを作成する
（Create New Profile)をクリックください。

こちらのイメージは、UTRに既に選手情報や試合記録が存在し
ていない場合の画面イメージです。

（例）James （例）Bond

James



選手のUTRアカウントを開設する
ステップ１：UTRのウェブサイトに移行する

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

ここまで来たら、第一ステップ
のアカウントの開設完了です。

ポップアップウィンドウ内の緑
のボタン「Next Go to My
Dashboard」を押して、詳細の
プロフィール設定に進みましょ
う。

Hi James,



ステップ２：プロフィール設定

アカウント開設 プロフィール設定
UTR登録費

支払い

選手の
UTRアカウント
を開設

選手のプロフィール
設定を充実させる

UTRの年間の登録費
の支払いを進める



詳細のプロフィールを設定する
プロフィールのサイトに移動する

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

右上のテニスボールのマーク
をクリックしてみてください。
すると右のようなメニューが
出てきます。

メニュー内のプロフィール
（上からひとつめのProfile)か
ら始めましょう。

JAMES BOND



詳細のプロフィールを設定する
選手写真とカバー（バナー）イメージをカスタマイズする

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

プロフィールのページは、皆さんの自己PRのページです。
初期設定の左側のものを下記のようなオリジナルに変更
しましょう。

２つアクションを行います。
①プロフィール写真の設定
②カバーイメージの設定

JAMES BOND
Renens, Switzerland

JAMES BOND
Renens, Switzerland

123455678910



詳細のプロフィールを設定する
選手写真とカバー（バナー）イメージをカスタマイズする

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

②カバー写真の設定

緑色の帯の左下のEdit Bannerをクリック。
Uploadのボタンが出てきたらそちらをクリックし、PCから
使いたい写真ファイルを選択。

右側のウィンドーが開きますので、サイズをしたのカーソル
で揃えて緑のボタン「Save」で登録します

①プロフィール写真の設定

名前左側のテニスボールを
選択すると上の絵のように
Add Photoとなります。
Add Photoをクリックし、PCから
使いたい写真ファイルを選択。
右側のウィンドーが開きますので、サイズをしたのカーソルで揃え
て緑のボタン「Save」で登録します

JAMES BOND
Renens, Switzerland

JAMES BOND
Renens, Switzerland

123455678910



詳細のプロフィールを設定する
プロフィールの加筆修正サイトに移動する

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

次にプロファイルの詳細を設定します。
まずは、写真右側、名前の下側にある Edit Profileをクリック。

JAMES BOND
Renens, Switzerland

123455678910



詳細のプロフィールを設定する
３セクションにわたるプロフィールを入力・確認するー1

Edit Profileをクリックすると、左の入力フォームが出ます。

First Name Last Name：既に入力しているものが出てきます。
修正が必要な場合は、こちらから修正ください。

Home Club：所属クラブがある場合は入力ください。
Which Rating to Show on Profile?：こちらは、選手のページにどのカ
テゴリーのレーティングを表示させますか？という選択です。以
下のような選択肢があります。

UTRのダブルス、UTRのシングル、公認UTRのダブルス、公認UTRのシングル

Residence:       在住の都市名と国名を入れて下さい。
Nationality: 国籍を入れてください。

入力が終わったらスクロールで下に向かいます。

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

（例）James （例）Bond

（例）Renens, Switzerland    



詳細のプロフィールを設定する
３セクションにわたるプロフィールを入力・確認する－2

次のセクションは、選手の詳細です

Gender：性別（男性：Male, 女性：Female)
Height (in Inches)：cmからinchesへの換算は2.54で割ってください。
Birthday：生年月日
Birth Place：出生の町もしくは国名を入力

Dominant Hand：利き手
（左ききの場合は、Left Handed、右利きの場合はRight Handedを選択）

Back Hand：バックのスタイル
（片手の場合は、One handed, 両手の場合はTwo handedを選択）

About：テニス経歴について紹介文面を追加できます。

College Tennis Team：（主にアメリカ向けのようですが）カレッジ（高
校・大学）テニスチームに在籍の場合には、チーム名を入力してください。
ATP tourでランクされた経験がある選手はこちらをクリックしてください。

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

2002November 11



続いて、好みの用品等についての入力です。以下も任意ですが、可能な範
囲でご協力いただければ幸いです。使用ブランドなどが選択肢にない場合
は空白で結構です。

Racket Brand：使用するラケットのブランド
Racket Type：使用するラケットのタイプ（もしあれば）
Ball：使用ボールの銘柄
Apparel Brand：使用するアパレルメーカー名
Shoes Brand：使用する靴のブランド名
Shoes Type：靴のタイプ（もしあれば）

選択肢は右のような形で出てきます。
こちらから選んでください。

入力が終わりましたら、以下の右下の緑色のボタン「Save」を押して登録
を完了してください。

詳細のプロフィールを設定する
３セクションにわたるプロフィールを入力・確認するー3

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い



詳細のプロフィールを設定する
選手の追加情報についても可能な範囲で入力ご協力下さい

アカウント

開設

プロフィール

入力

UTR登録費

支払い

UTRのレーティングをと合わせて、米国の学校を中心にスポーツ推薦やス
ポーツ奨学金の検討や模索に有効です。海外での活躍を目指す方は特に入
力をお願いします！

Available Upon Requestは、
「必要依頼に応じて提供可能です」という意味です

Graduating month and year：卒業予定年度と月 （月／西暦年）で入力
High School GPA：高校の平均成績（米国のGPA基準への換算が必要です。
換算には、右のサイトを等活用ください。https://upaa.jp/gpa.html ）
SAT Score：SAT試験（「Scholastic Assessment Test」大学進学適性試験）の結
果をお持ちの方
ACT Score：ACT試験（「American College Testing Program」米国大学試験プ
ログラム）の結果をお持ちの方
TOEFL Score：TOEFL試験（「Test of English as a Foreign Language」外国語と
しての英語テスト）の結果のお持ちの方
Current Coursework ：現在の履修情報
Transcript：成績表
Tennis Resume ：テニス経歴

https://upaa.jp/gpa.html


詳細のプロフィールを設定する
（参考）メアドやパスワード等の設定を修正するには？

メインページのテニス
ボールのマークをクリッ
クすると、メニューが出
てきます。

こちらのSettingsを選択
すると、パスワードや
メールアドレスを再設定
することができます。

メールアドレスを変更の場合
はこちらから。

コピーで本アカウントへの
メールメッセージを受領した
い場合はこちらよりメールア
ドレスを追加登録可能です。

電話番号変更の際にはこちら
で番号を再入力

今のパスワードを入力

新しいパスワードを入力

新しいパスワードを確認のた
め再入力

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

James.Bond@MI6.org

+41 12 345 6789

JAMES BOND         



ステップ３：UTR登録費支払い

アカウント開設 プロフィール設定
UTR登録費

支払い

選手の
UTRアカウント
を開設

選手のプロフィール
設定を充実させる

UTRの年間の登録費
の支払いを進める



登録費を支払う
JTRAのUTR提携によりディスカウント登録が可能です

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

右上のテニスボールのマーク
をクリックしてみてください。
すると右のようなメニューが
出てきます。

メニュー内の＋Upgrade to
Powerから登録費の支払いを
進めます。（次ページへ）

JAMES BOND        

以下のリンクを使って登録ください
https://app.myutr.com/referral/japanrai225

https://app.myutr.com/referral/japanrai225


登録費を支払う
JTRAのUTR提携によりディスカウント登録が可能です

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

画面に右のウィンドウが出てきたら、緑のボタンを押して次のページに進みます。

こちらのウィンドウでは、UTRの有料メンバーシップ（UTRではPower Userという呼称
になります）の登録を行うことで追加で得られるベネフィットが記されています。

・自身を含めたすべての選手の小数点以下二桁のレーティングが見れます。
・UTR公認イベントにディスカウントで参加できます（米国でのイベント）。
・学校やプレーヤーのより詳細な検索が可能です。
・詳細レーティングや結果分析が可能です。
・UTRメンバーの選手への直接のメッセージやコンタクトが可能です。
・25名以上の選手グループを作成することが可能です。

※UTRのレーティングは、アカウントの作成のみでも
可能ですが、細かなレーティングの動きをモニタリング
したり、また、世界のプレーヤーとの比較、海外クラブ・大学への移籍を含めて検討
を進めるためにも年間の有料メンバーシップへの登録を推奨しています。JTRAのUTRと
の特別提携を通して、特別ディスカウント（10ドル割引）での登録が可能です。



登録費を支払う
JTRAのUTR提携によりディスカウント登録が可能です

アカウント

開設

プロフィール

設定

UTR登録費

支払い

支払いページが出てきましたでしょうか。

こちらでクレジットカードでの年間メンバーシップの支払いを進められます。
必要事項を入力し、緑のボタン「Upgrade to Power」を押すと支払い完了です。

支払い前に以下を確認してください！

Power Annual Plan は年間メンバーシップの金額になります。JTRAはUTRと提携してい
ますので、特別ディスカウント（10ドル割引で、89ドルでの登録が可能です）での登
録が可能です。

もしもこちらが左の画面のようにディスカウントが明示されていない場合は、以下の
リンクをクリックして再度支払いのプロセスを進めてみてください。
※以下リンクはJTRAの割引を反映する特別リンクです。

もしも、割引が表示されていない場合、
以下のリンクを使って登録ください

https://app.myutr.com/referral/japanrai225

クレジットカードの表記で名前を

CVVはカード裏の3桁の番号です。

https://app.myutr.com/referral/japanrai225


以上で登録は完了です。
JTRAでは、UTRのレーティングサイトを使った向上セミナー等
も企画しております。UTRのレーティング対象の試合等への参加
を通して世界視野での成長を目指しましょう！


