
Chain主催の大会、過去入賞者まとめ
大会名 種目 クラス 順位 チーム名 名前

WIN-WINCUP’15 summer

男子団体

オープン

優勝 緊急参戦丸岩隊 小林 一成 丸岩 雄治 中尾 亮太 東 恭平 岩本 勇樹 中村 洸介
準優勝 corecup 菊池 陽 長浜 功明 石川 達也 岡田 直樹 安積 雄平 加藤 諒
第3位 レインボー彩都TS 金原 大介 浅井 大雅 前田 直孝 星野 誠幸 吉田 創 林 秀紀
第4位 岡内軍団 岡内 賢太 福島 誠 村上 寛人 三枝 憲史 木谷 晋久 谷口 亮

女子団体
優勝 フリー 竹村 愛実 奥 晃与 井上 春奈 田辺 香奈
準優勝 フリー 澤井 朋美 中尾 麻衣 小川 ひとみ 大田 翔子

男子単
優勝 フリー 竹根 茂雄
準優勝 フリー 藤尾 竜太郎

混合複
優勝 フリー 森川 知範 伊丹 小百合
準優勝 フリー 前田 直孝 星野 初美

WIN-WINCUP'15 autumn
男子団体

オープン

優勝 同期オールスターズ 丸岩 雄治 石橋 勇紀 志村 駿介 山口 智也 荒堀 利喜 高木 慶文
準優勝 子田チーム 子田 大樹 本岡 徹 中田 恵吾 猿渡 拓麻 山田 貴裕 岡 泰弘
ベスト４ ALLBLACK 加藤 圭 辻本 龍門 細野 航基 宇梶 祐介 岡崎 淳隆 永田 光
ベスト４ 北摂テニス 高橋 洋介 織戸 大貴 佐藤 岳大 石川 弘彰 岡本 勇治 野口 聖平

女子団体
優勝 中岡共和国 長谷川 美波 野崎 玲美 横本 涼子 辻村 香名子
準優勝 まみにおんず 白川 未来 東田 茉美 池尻 陽香 武田 美紗子

WIN-WINCUP’16 winter 混合団体 オープン

優勝 チームプリングルス 澤井 達也 大越 崇典 梶原 健斗 中川 麻衣 池田 あずさ 髙木 翼
準優勝 イソップ海賊団 田中 涼 佐藤 慎吾 本倉 和弥 菅村 由香 高田 一花 坂田 明佳
第３位 Gracias!! 竹根 茂雄 福田 将平 浅田 洋史 井上 愛 中山 亜美 大隈 彩乃
第４位 石川ボーイと愉快な仲間 石川 泰章 小野 泰範 大隈 雄太 楳田 舞 井若 未彩季 大嶋 あゆ子

第1回牡蠣祭りカップ(2016年2月) 混合団体 オープン

優勝 KBT 藤田 成州 植竹 和哉 淺井 聖也 岡本 佳奈 村田 瑞季 平岩 笑美
準優勝 Rock Solid 松浦 稔由 野間 剛 岡崎 淳隆 丹下 優子 清見 奈央 森 理紗
第３位 くまモンと愉快な仲間たち 本倉 和弥 奥村 浩樹 佐藤 慎吾 西村 秀歩 戸高 貞奈 福島 実穂
第４位 イソップ広島支部 馬上 佳祐 赤畑 亨 青田 崇正 東 桃子 坂田 明佳 辻本 真規

WIN-WINCUP'16 spring
男子団体

オープン

優勝 ぱでるくらぶ 岩本 勇樹 六車 直遠 岸田 貴登 神田 和典 清水 遼 西川 優輝
準優勝 がんばれ伊藤 堀田 淳嗣 井口 昌明 明石 寛人 吉井 康裕 上田 威 藤井 貴信
第３位 サウスキャッツ 増田 翔 戸谷 晃士 野口 聖平 瀬尾 憲司 飯田 良輔 英 大介
第４位 チーム飲み放題 竹林 卓展 平林 正彦 浅井 大雅 佐藤 大介 松岡 秀和 吉田 光汰

女子団体
優勝 The Bagels 塩見 香 永濱 千丘 山本 明日香 井上 愛
準優勝 ななちゃん友達何人できるかな？ 奥 晃与 井上 春奈 松田 えりな 竹村 愛実

WIN-WINCUP'16 summer 混合団体 オープン

優勝 T5M2ran 大越 崇典 森川 知範 中尾 亮太 澤井 達也 西改 拓人
高木 翼 加茂 亜佳音 福島 実穂 澤井 麻衣 梅野 奈奈

準優勝 オマル 丸岩 雄治 右近 貴志 荒堀 竜喜 梶原 健人
岡本 聖奈 覚田 美花 早瀬 楓 戸高 未有

ベスト４ イソップ海賊団 北畑 翼 杉田 憲一 浅井 聖也 山本 章了 本倉 和弥
北畑 奈那子 榊 美里 坂田 明佳 東 桃子 池田 あずさ

ベスト４ PERFECT FUMAN 川西 達也 鷲尾 将裕 西川 優輝 浅野 風馬 篠崎 高志
白川 未来 高橋 愛 池尻 陽香 南口 循子

第１回Chainカップ
男子団体

オープン

優勝 三枚目 J soul brothers 徳村 陽太 西改 拓人 佐藤 岳大 高橋 洋介 田中 涼 淺井聖也
準優勝 いちだいじ 譲尾 建吾 鈴木 紫音 橋本 浩至 中谷 泰輔 西村 一毅 鈴木文哉
第３位 CAS 佐伯 陽介 石川 祐輝 中尾 雄飛 木谷 晋久 家原 俊介 谷口聖
第４位 石原軍団 石原 幸忠 北尾 匡弘 加藤 諒 谷垣 誓吾 黄 賢人 東山祐也

女子団体
優勝 ICU 谷口 由里子 福永 睦 塩見 香 山科 奈津子 永濱 千丘 寺島奏

クッキー 古出 直子 藤井 朋美 由上 響子 清水 路恵 西山 博美

WIN-WINCUP’16 final 混合団体 オープン

優勝 暴走機関車ぬいぬい号 乾野 修平 梶原 健斗 三輪 大介 増尾 怜央楠
髙木 翼 上地 敦子 柳原 杏美

準優勝 養豚場 川西 達也 西川 優輝 浅野 風馬 篠崎 高志
高橋 愛 白川 未来 池尻 陽香

第３位 興味なさすぎでしょー！！笑 藤田 成洲 小林 一成 今河 亮 大槻 真寛
慶山 祐子 藤井 あゆみ 久次米 夏海

第４位 おんぶにだっこ 澁谷 祐樹 加藤 大地 黄 賢人 坂根 巨都
澁谷 恵子 古出 直子 大塚 奈津美

第５位 ミサミサ不在 佐藤 慎吾 澤井 達也 右近 貴志 大越 崇典
加茂 亜佳音 岡本 聖奈 澤井 麻衣

第６位 中岡共和国A 中瀬 達人 佐古 浩輔 榎本 賢 井上 哲平 西岡 友之
國瀬 舞 横本 涼子 田尻 千晴 浅野 旬子

第７位 オマル 丸岩 雄治 坂ノ下 達也 村上 巧 荒堀 利喜
乾野 こずえ 覚田 美花 全屋 菜摘

第８位 中岡共和国B 丸山 翔平 中岡 優太 高山 優 松田 祐貴 植田 晃司
神谷 依里 竹内 萌 中岡 世莉 坂東 未来

第９位 ネタ切れ 平居 周 永井 利幸 酒本 幸司 森田 剛生
堤下 ゆきな 温井 麗香 太田 理沙

第２回牡蠣祭りカップ(2017年2月)
男子団体

オープン

優勝 Liberte+火曜会＝チーム薔薇の街福山 大嶋 幸平 高橋 真一 佐光 雄二郎 高山 豊
準優勝 テニスクラブART 北野 雄平 尾園 仁 湊 尊仁 金谷 照仁

女子団体
優勝 テニスクラブART 北野 砂野加 中島 玲亜 中塚 桃子 中本さん
準優勝 山美女 貝原 碧 荒川 さやか 野々上 悠加 萩野 ひさよ

WIN-WINCUP’17 spring 男子団体 オープン

優勝 イソップ海賊団【ゴリラ】 杉田 憲一 村上 弘晃 山本 章了 佐藤 岳大 髙橋 洋介
準優勝 SURF&VOLLEY 堀田 淳嗣 明石 寛人 吉井 康裕 澁谷 祐樹 坂根 巨都 柴田 信之

井口 昌明
第３位 イソップ海賊団【メガネ】 磯山 純一 柴藤 潤 北畑 翼 中野 翔太 石川 泰章 朝田 伸祐
第４位 サウスキャッツ 戸谷 晃士 増田 翔 野口 聖平 家原 俊佑 古舘 靖 鐘ケ江 了

淡路七夕カップ 
2017.7.2

混合団体
オープン 優勝
エンジョイ 優勝

第１回100人BBQテニス大会(個人の部) 
2017.7.8

男子複
オープン

優勝
女子複 優勝
混合複 優勝
男子複

エンジョイ

優勝
女子複 優勝
混合複 優勝

第１回100人BBQテニス大会(団体の部) 
2017.7.9

混合団体
オープン 優勝
エンジョイ 優勝

最大256名が参加！Chainカップ 
2017.7.23 混合団体

オープン 優勝
チャレンジ 優勝
ビギナー 優勝

WIN-WINCUP'17 summer 
2017.8.12&13

混合団体
オープン

優勝
男子団体 優勝
女子団体 優勝
混合団体

エンジョイ

優勝
男子団体 優勝
女子団体 優勝

JFTP500平日女子団体＠ルーセント八尾 
2017.8.15

女子団体 オープン
優勝
準優勝

平日男子シングルス＠ルーセント八尾 
2017.8.15

男子単 JFTP250
優勝
準優勝

平日女子ダブルス＠ルーセント八尾 
2017.8.15

女子複 JFTP250
優勝
準優勝


