
Chainリーグ（２）
2017.6.5時点：随時更新

◆Chainリーグについて
１、 ６つのリーグ（シーズン１とシーズン２の両シーズンごとに男子団体・女子団体・混合団体が存在し、それら全ては独立している）の総称です。
２、 各シーズン＆各種目ごとに１部２部・・と分かれており、それぞれの部は、４チームまたは５チームごとに区切られています。
３、 リーグ分けは、エントリー締切後に、リーダーの希望/参加者による投票/過去大会の実績/主催側の判断で行います。（←2017年のみこの方法でいきます）
４、 どの種目の団体戦も、シーズン１・シーズン２で各２戦ずつ戦い、シーズンごとに最終順位を決定します。
５、 シーズンごとに、在籍していたチームの順位や出場回数によって各選手に勝ち点を加算。年間を通して獲得勝ち点の高かった方などを表彰いたします。
６、 各シーズンの優勝チームの方々には、”栄誉”と”楽しい時間と楽しい思い出”と”近隣府県対抗戦”や”関東vs関西の対抗戦”に出場する権利（出場するかは任意）が贈られま

す。（賞品も提供できるように、全力は尽くします！）
７、 たくさんの企業様にご協賛頂いた品々は、参加賞として差し上げるか、数の少ないものは厳正な抽選やじゃんけん大会などで勝利した方々にお贈りします。
８、 Chainリーグの目標は「テニスを文化に」することです。各々のテニス上達はもとより、チーム内やチーム間、地域間、世代間の交流も目的の１つです。また、関西圏で1

泊2日を基本とした2Day大会の定着、自分と同レベルぐらいの相手との試合と、家族や友人との旅行/テニス合宿/サークル対抗戦をまとめて兼ねることで多くの方の手間
を省くために存在することが価値の1つだと考えています。このような企画は、大量にコートを確保する必要があり、市民のために存在する各市民コートなどでは難しいで
す。かといって、一般のコートでもコート代の兼ね合いによりなかなか難しいです。しかしChainリーグは、青野運動公苑様やレイクフォレスト様にご協力頂くことで成り
立っています。リーグを継続させていくためにも、会場を汚したり、ホテル側に迷惑をかけることはもちろん、宿泊ありきの大会であることを、参加する皆様にはご理解
頂けたら幸いです。また、御理解頂けた方のみ参戦下さい。

◆チームのメンバー登録について
１、 Chainリーグの参戦チームに登録された方は、Chain会員とします。
２、 シーズン１の始めに行うエントリー時のチーム編成は、男子団体/女子団体/混合団体はそれぞれ10名までです。
３、 追加登録は、各シーズンの、各チームごとに５名まで可能です。（混合団体の男女比人数は自由）
４、 追加登録は、試合当日の１週間前の同じ曜日中までに本部へ事前連絡をお願いします。開催日から１週間以内に連絡した場合は、ペナルティを課す可能性があります。ど

うしても仕方がないという場合は、事務局まで御相談下さい。
５、 個人登録費用は設定しておりません。団体の入会費と団体の登録費がかかり、会場ごとにエントリー費を支払います。
６、 シーズン１とシーズン２、あるいは男子団体と混合団体、女子団体と混合団体は、各々重複登録は可能です（全てに出場すると４団体＝４種目）。
７、 シーズン１で同じチームだった選手（登録のみで出場０の方は除く）は、過半数以上同じメンバーでシーズン２に出場することはできません。（例：シーズン１で10人出

場した場合、シーズン２はシーズン１で同じチームだった10人のうち５人まで同じチームにしてもOK）
８、 年が変われば、全く同じチームでの出場も可能です。（例えば、2017年と2018年のシーズン１を全く同じメンバーで出場することはOK）
９、 シーズン1にABCDEFGHという8名が試合に出場→シーズン2はABCDEFGHに加え、IJKLを同じチームに登録し、 シーズン２の試合にABCとIJKL（６人団体ならABCと

IJK）のオーダーで出場するのはOK。 また、その２試合目にEFGとIJKLで出場することも可能とします。（この辺は別紙”エントリーパターン”を参照下さい）

◆年間スケジュール（シーズン１の予備日及び、シーズン２以降の未定部分はまだ変更される可能性があります）
日程 開催地 試合会場（全てオムニコート） 種目

シーズン１

第１戦
5月6日(土) 大阪 マリンテニスパーク北村 混合団体（男D・女D・混Dの3本）
5月7日(日) 大阪 コスパ神崎川 男団体（男D3本）

第２戦
8月12日(土) 京都 丹波自然運動公園（宿泊先着60名） 混合団体（男S・男D・女D・混Dの４本）
8月13日(日) 京都 丹波自然運動公園（宿泊先着60名） 男団体（男D3本）

第２戦予備日 9月2日(土) 兵庫 吉川総合公園 混合団体（男S・男D・女D・混Dの４本）
第２戦予備日 未定 大阪 コスパ神崎川 男団体（男D3本）

シーズン１はここで完結

日程 開催地 試合会場（全てオムニコート） 種目

シーズン２

第１戦
9月23日(土) 京都 レイクフォレストリゾート 男団体（男D3本）・女団体（女D２本）
9月24日(日) 京都 レイクフォレストリゾート 混合団体（男S・男D・女D・混Dの４本）

第１戦予備日 12月9日(土) 兵庫 吉川総合公園 男団体（男D3本）・女団体（女D２本）
第１戦予備日 未定 大阪 コスパ神崎川 混合団体（男S・男D・女D・混Dの４本）

第２戦
12月16日(土) 兵庫 青野運動公苑 男団体（男D3本）・女団体（女D２本）
12月17日(日) 兵庫 青野運動公苑 混合団体（男S・男D・女D・混Dの４本）

第２戦予備日 1月13日(土) 兵庫 吉川総合公園 男団体（男D3本）・女団体（女D２本）
第２戦予備日 1月14日(日) 兵庫 吉川総合公園 混合団体（男S・男D・女D・混Dの４本）

シーズン２はここで完結

ファイナル 
ステージ

初年度の開催はしな
いかもしれません 12月31日(日) 大阪 ルーセントテニスクラブ八尾/豊中 Chainリーグ両シーズンの各部の優勝チーム同士などで対戦予定

都道府県対抗
Chainリーグ 
出場者優先 12月31日(日) 大阪 ルーセントテニスクラブ八尾/豊中 兵庫と大阪は２チーム、他各県10人ほどのチームで対抗戦予定

2018年シーズン１ 第１戦
2月17日(土) 兵庫 吉川総合公園 男団体（男D3本）・女団体（女D3本）
2月18日(日) 兵庫 吉川総合公園 混合団体（男S・男D・女D・混Dの４本）

↑12月末日までに新規エントリーし、且つ各種目先着10チームは、第2戦のエントリー費免除とします。

◆Chainリーグ関連以外の単発大会（Chainリーグ出場者・登録者は割引措置有り）
高校生vs社会人 
第2回対抗戦

どなたでもOK 6月24日(土) 大阪 コスパ神崎川 社会人は男性でも女性でもOK。高校生とやりたい方。 
高校生は男のみ。吹田東・刀根山・神戸高校他。

↑Chainリーグ出場者は割引措置あり

淡路島七夕カップ オープンクラス 
エンジョイクラス

7月2日(日) 兵庫 サントピアマリーナ 男D女Dの4人団体戦（1-1ミックスタイブレーク） 
現在８チームエントリー確定

↑先着15チームで、Chainリーグ出場者は500円オフ（4名ともChainリーグ登録者の場合は3,000円オフ）

第1回BBQ付テニス
大会（個人戦）

オープンクラス 
エンジョイクラス

7月8日(土) 兵庫 みのたにグリーンスポーツホテル 男ダブルス・女ダブルス・混合ダブルス 
3種目＆2クラス計、最大56ペアが定員

第1回BBQ付テニス
大会（混合団体）

オープンクラス 
エンジョイクラス

7月9日(日) 兵庫 みのたにグリーンスポーツホテル

↑両日、Chainリーグ2017の登録者はビールやチューハイ券を贈呈

Chainカップ オープン/チャレ
ンジ/ビギナー

7月23日(日) 兵庫 吉川総合公園 男D男D女D混Dの８人団体戦（タイムマッチ＆通常ルール採用） 
最大256名！！

↑Chainリーグのシーズン1第1戦出場者は1,000円オフ（割引は1チーム8名まで）
WIN-WINCUP’17 
summer混合団体

オープンクラス 
エンジョイクラス

8月12日(土) 京都 丹波自然運動公園（宿泊先着60名） 
Chainリーグと同時開催

混合団体（男S・男D・女D・混Dの４本） 
現在２チームがエントリー

WIN-WINCUP’17 
summer男/女団体

オープンクラス 
エンジョイクラス 8月13日(日) 京都

丹波自然運動公園（宿泊先着60名） 
Chainリーグと同時開催

男団体（D3本）・女団体（D2本4名以上） 
現在女団体２チームがエントリー

↑先着60名且つ、6月末日までにエントリーしたチームにいるChainリーグシーズン1第1戦出場者は、エントリー費1000円オフ（割引対象は制限あります）

平日テニス大会 JFTP500 
（オープン）

8月15日(火) 大阪 ルーセントテニスクラブ八尾 女４人団体　定員12チーム

平日テニス大会 JFTP250 8月15日(火) 大阪 ルーセントテニスクラブ八尾 男シングルス　定員８名

平日テニス大会 JFTP250 8月15日(火) 大阪 ルーセントテニスクラブ八尾 女ダブルス　定員12組

バレンタインカップ オープンクラス 
エンジョイクラス

2月11日(日) 兵庫 吉川総合公園 ①男D混D混D（男４女２）の団体戦 
②混合ダブルスの個人戦

↑割引①2017年度のChainリーグに出場し、且つ12月末日までにエントリーした方は、1人あたりエントリー費1000円オフ
↑割引②2018年度のChainリーグに登録して、且つ12月末日までにエントリーした方は、1人あたりエントリー費500円オフ　適用されるのは①②のどちらかです。

第3回牡蠣祭りカップ
オープンクラス 
エンジョイクラス

2月24日(土) 岡山 備前市運動公園 混合団体（男D女D混Dの３本）

↑1月末日までにエントリーし、且つ2018年度のChainリーグに出場した方は、1人あたりエントリー費1000円オフ
※１ 日程・種目・会場は、エントリー数などにより予告なく変更される可能性があります。赤文字部分は確定えす。リーグ会場は各部により分かれる可能性はあります。
※２ 天候不良などによる延期日は、基本的に元々試合をするはずだった日に一番近い「同じ曜日の予備日」に開催します。
※３ 予備日を追加する場合、２ヶ月前には告知し、予定通りの日程で消化できた場合は単発の団体戦や交流イベントを開催、または予約をキャンセルするケースがあります。

◆入会費・団体登録費について（お支払いは各シーズンの始め）
Chainリーグへの入会費・・・・・・１つの団体名につき10,000円。入会費は初回登録時のみとなります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　男・女・混合団体全てに同じ団体名で登録する場合は、３種目で20,000円（◯◯Aチームと◯◯Bチームは別扱い）とします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　所属サークル名・会社名・テニスショップやスクール名・オリジナル名など、なんでも構いません。何かしらの宣伝に活用下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　チーム名を変更する場合、引き継ぐ前のチームで前回シーズンに出場していたチームメンバーが、「４名以上必要」です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　シーズン１とシーズン２の両方に同じチーム名で出場する場合、入会費は最大で３種目参加の20,000円となります。
シーズン１＆２への団体登録費・・・各シーズン、各種目ごとに１チーム10,000円（シーズン１の男子団体と女子団体なら20,000円） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　同種目のシーズン１&２をまとめて申し込む場合、シーズン２の分は5,000円とします。（同じチーム名の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　毎年更新。更新費用は、シーズンごと、種目ごとに必要です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　今後、入れ替え戦を行っていく関係もあり、未更新の場合は再度登録費が必要となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　未更新で再度登録した場合、一番下のリーグからのスタートとなります。
他大会やイベントについて・・・・・Chainリーグに登録したChain会員の方は、他に開催する単発大会やイベントに参加した際に割引措置や、粗品などの特典を設けます。

◆エントリー費について（お支払いは試合当日から数えて２週間前まで）
※入会費・団体登録費とは別に、各会場ごとにエントリー費が必要となります。

　マリンテニスパーク北村（大阪）・コスパ神崎川（大阪）・みのたにグリーンスポーツホテル（兵庫）：１チーム15,000円
　吉川運動公園（兵庫）・丹波自然運動公園（京都）：１チーム12,000円

　◆レイクフォレストリゾート◆ 
　レイクフォレストのエントリー費：１種目１人14,500円、２種目１人16,500円（どちらも試合代＆１泊２食＆参加賞込み） 
　各チーム、最低６名以上の宿泊をお願い致します（６名以上の宿泊が難しい場合や、夕食抜きや素泊まりを希望する方は、事務局まで） 
　宿泊者が7名以上になる場合は、7人目以降からエントリー費を2,500円割引します。日帰りの方のエントリー費は必要ありません。
　◆青野運動公苑（アオノリゾートホテル）◆ 
　青野運動公苑のエントリー費：１種目１人15,000円、２種目１人17,000円（どちらも試合代＆１泊２食＆参加賞込み） 
　各チーム、最低６名以上の宿泊をお願い致します（６名以上の宿泊が難しいチーム、夕食抜きや素泊まりを希望する方は、事務局まで） 
　宿泊者が7名以上になる場合は、7人目以降からエントリー費を2,500円割引します。日帰りの方のエントリー費は必要ありません。
※大会期間中、オープンコートができた際は宿泊者、あるいは宿泊人数の多いチームを優先します。
※朝一番の練習コートは宿泊チームを優先します。
※宿泊は空き状況にもよってきますし、部屋割りの調整もあります。宿泊人数はなるべく早めにお伝え頂くよう、ご協力下さい。
※雨天中止になった場合、お支払い頂いた費用は予備日開催の費用として使用しますので、返金はありません。 
　よって、予備日開催の際、追加のエントリー費は発生しません。（７名以上宿泊いただいたチームには一部返金致します）
※Chainリーグは、株式会社リトルコンシェル様(京都府知事登録旅行業 第3-659号)にご協力頂いております。

◆エントリー方法について
１、 2017年のシーズン2のエントリー締め切りは2017年8月15日です。男団体15チーム、混合団体10チーム、女団体5チームを目標にしています。 

2017年のシーズン2に関して、3種目の先着10チームキャンペーンを実施中。各種目、先着10チーム且つ6月末日までにエントリー完了したチームは、シーズン2の第２
戦のエントリー費用から1チームあたり18,000円割引します。シーズン1とセットエントリーのチームも先着10チームの数に含みます。

２、 エントリーをするには、各チームリーダーの方が、”①チーム名と②シーズン2に関しての1チームあたり６名～10名のフルネーム”を大会事務局へ連絡してください。
３、 シーズン1とシーズン2の登録費をまとめて御支払い頂く場合、シーズン2のメンバーはまだ必要ありません（シーズン2の参加意思を早めに把握するためのルールです）
４、 ①入会費②団体登録費の支払い完了をもって、エントリー受付完了とします。完了チームは、参加状況ページにチーム名とメンバーフルネームを発表していきます。
５、 支払い方法は、LINEpayの送金機能、もしくは銀行or郵便局の振込となります。各リーダーの方から連絡頂いた際にお教え致します。

エントリーや御質問は、Chain事務局のLINE＠にご登録頂き、そこから連絡して頂くか、専用のメールアドレスからお願い致します。
専用のLINE＠：＠Chain-tennis（＠マーク付でID検索して下さい）
専用のメールアドレス：info@win-win-tennis.com
専用のFacebookページやInstagram、Twitterアカウントもございますので、いいね・フォロー、何卒よろしくお願い致します。

追加 2017年のシーズン1に関して、3種目の各先着10チームはシーズン１の第２戦の費用は免除とします。但し、丹波自然公園で予定通り開催された場合に限ります。 
この免除キャンペーンは3/15までで終了しました。

最後に、この要項にて、不備や重大な過ちがあった場合、予告なく変更する可能性があることがります。何卒ご了承下さい。
たくさんの方々がこのChainリーグに参戦してくださることを、心からお待ちしております。

Chain事務局一同

mailto:info@win-win-tennis.com

