
[Step 1] Sign up ATF U14 tournament web-site  (http://atf.tournamentsoftware.com/member/createaccount.aspx) 

ATF U14 トーナメントサイトに登録する 

 

[Step 2] Fill the information for the ATF tournament web-site  

ATF トーナメントサイトで情報を入力する 

1) if you have ITF IPIN fill the IPIN information go to step18  

ITF IPIN 番号を持っている場合、ステップ 18 へ進む 

2) if you don’t have ITF IPIN please click the IPIN verification – go to step3 

ITF IPIN 番号を持っていない場合、下記 IPIN Verification をクリックし、ステップ 3 へ進む 

 

Click クリック 

Click it for making the ITF IPIN 

http://atf.tournamentsoftware.com/member/createaccount.aspx


[Step 3]Choose your language 英語（言語）を選ぶ

 

[Step 4]write your e-mail address Emailアドレスを記入し Submitを押す 

 

Next page 

 

 

[Step 5] go to your mail box and wait the e-mail from the ITF. It Takes time 

             Check your e-mail and click the link 登録したメールの受信フォルダをから ITFのメールを開く。 

click 



受信までに時間がかかる場合がある。メール本文のリンクをクリックする。 

 

 

[Step 6] Insert your informaiton 下記情報を入力し、Submitを押す 

[Step 7]request IPIN(or you can search your informaiton) IPIN リクエストから情報を探す 

 

 

Click the link リンクをクリック 

Click 

If you are the first time for the IPIN click this 

IPIN 登録が初めての場合、クリック 



[Step 8]Fill in your information 下記情報を入力し Submitを押す

 

 

If you are under 13 you have to 

agree the condition!! 13 歳以下

の選手の場合、条件に必ず同意

しなければならない。OK を押す 



[Step 9] When you finish step8 you will see below message and go to your mail box. 

ステップ 8 が完了後、下記メールが届く 

 

[Step 10] go to mail box and wait the e-mail from the ITF 

E-Mail 1) メールボックスの確認 1（時間がかかる場合あり） 

 

E-Mail 2) it will take time to receive e-mail2 メールボックスの確認 2（さらに時間がかかる場合あ

り） 



 

 

Click the link to continue to process your IPIN 

IPIN 登録を続ける場合はリンクをクリックする 



[Step 11]Fill in your password and submit パスワード等の情報を入れ Submitを押す

 

 

 



[Step 12]Fill in below and confirm 選手の親の情報を入れ Confirmをクリック 

 

 



[Step 13]Make payment 支払いをする 

 

 

 

Confirm the payment condition 支払条件に同意しチェック 

If you want to pay by 

credit card click this 

クレジット払いの

場合は Confirm を

クリック 

If you want to pay by cash 

click this 現金払いの場合

はここをクリック 



[Step 14] examp for cash payment 現金払い例 

 

[Step 15]Pay by cash at your next tournament 次の大会で現金払いを確認し、Confirmを押す

 

 

 

 

 



[Step 16] You will see below web-site and go to your mail box 下記内容を確認し、メールボックス

へ 

 

[Step 17] After you receive below e-mail you can use your IPIN  

下記メールを受信後、IPIN の利用ができる 

 

 



[Step 18] Go back to ATFU14 tournament web-site and verify your IPIN 

ATF U14 大会サイトに戻り、下記情報を確認し Verify を押す 

 

[Step 19] Validation was successful 認証が成功

 

 

 

 

 

 



 

[Step 20] You can login and enter the tournament! ログインして大会にエントリーができる 

 

 

 

 


