
掲載は項目順：①テニス大会　②飲み会　そして日付順

①テニス大会
12/29 (金) 京都滋賀 vs 大阪兵庫 対抗戦（仮）

都道府県 会場

大阪
高槻市

テニスガーデン高槻
(インドアオムニ4面&アウト4面)

申込締切 種目
12月27日(水) 基本、男女混ダブルス

参加費用 定員（定員になれば募集締切）

1人3,000円
80名(男女OK)

出場したい方、自薦他薦問いません！
クラス 備考

オープン(試合ルール分かる方) 在勤在住出身地などから出場して下さい

12/30 (土) 奈良和歌山 vs 大阪兵庫 対抗戦（仮）
都道府県 会場

大阪
八尾市

ルーセント八尾(インドアオムニ4面)
申込締切 種目

12月28日(木) 基本、男女混ダブルス

参加費用 定員（定員になれば募集締切）

1人3,000円
50名

出場したい方、自薦他薦問いません！
クラス 備考

オープン(試合ルール分かる方) 在勤在住出身地などから出場して下さい

12/31 (日) 年末紅白打ち合戦2017
都道府県 会場

大阪
豊中市

ルーセントテニス豊中
(インドアハード４面)　

申込締切 種目
12月29日(金) 基本、男女混ダブルス
参加費用 定員（定員になれば募集締切）
１人3,000円
鍋や蕎麦付き

50名

クラス 備考
老若男女レベル問わず
参加したい方はALLOK

アラジオ原田さんとコラボ企画
みんなで年越し(開始19時、終了3時頃）

1/7 (土)
1/8 (日)

Chainカップ2018 in 昭和の森テニスセンター

都道府県 会場

東京
昭島市

昭和の森テニスセンター(オムニ16面)
申込締切 種目

11月末日(定員まで)
男D×女D×混D(1チーム男女各3名~5名)

初日・2日目でチェンジOK

参加費用 定員（定員になれば募集締切）
１チーム45,000円 2クラスで40チーム

クラス 備考
オープン(JFTP500)

40歳以上クラス
初日晩に懇親会開催
２日間で最低５試合保証

2/8 (木) リエゾカップ（大学テニスサークル２～３回生対象）
都道府県 会場
大阪 コスパ神崎川

申込締切 種目
1月31日(水) 男子ダブルス・女子ダブルス

参加費用 定員（定員になれば募集締切）
１ペア4,400円 定員全種目クラスで32ペア
クラス 備考

オープン(どなたでも)
フレッシュ(大学から硬式テニス始めた方)

参加賞：温かい飲み物など
最低４試合（エントリー数にもよります）

2/11 (日) Chainカップ in 兵庫（バレンタインカップ）
都道府県 会場

兵庫
三木市

吉川総合運動公園(オムニ16面)
申込締切 種目

2月9日(金)
男D×女D 

1-1時、抽選3種目スーパータイブレーク
参加費用 定員（定員になれば募集締切）

１チーム12,000円 2種目3クラス合計48チーム
クラス 備考

オープン(JFTP500)
チャレンジ(JFTP250)
ビギナー(JFTP150)

参加賞：温かい飲み物など
最低４試合（エントリー数にもよる）

2/17 (土) Chainリーグ2018 シーズン1第1戦男/女団体
都道府県 会場

京都
船井郡京丹波町

丹波自然運動公園(オムニ11面)
申込締切 種目

1月15日(日)
男D×3本　 ※1チーム6名以上
女D×2本　 ※1チーム6名以上

参加費用 定員（定員になれば募集締切）
加盟費や登録費など

6人チームで1人約6000円(2戦で)
定員なし(5チームごとのリーグ)

増えすぎると日程の相談をする可能性有
クラス 備考

オープン
2017年の結果を基にリーグ分け
新規加盟は基本的に下から参戦
シーズン２との入替規定は廃止etc

2/18 (日) Chainリーグ2018 シーズン1第1戦混合団体
都道府県 会場

大阪
大阪市

コスパ神崎川(オムニ11面)
申込締切 種目

1月15日(月) 男D×女D×混Dの３本 ※1チーム6名以上

参加費用 定員（定員になれば募集締切）
加盟費や登録費など

6人チームで1人約6000円(2戦で)
定員なし(5チームごとのリーグ)

増えすぎると日程の相談をする可能性有
クラス 備考

オープン
2017年の結果を基にリーグ分け
新規加盟は基本的に下から参戦
シーズン２との入替規定は廃止etc

2/24 (土) Chainカップ in 岡山（第３回牡蠣祭りカップ）
都道府県 会場

岡山
備前市

備前総合運動公園(オムニ12-27面)
申込締切 種目

1月31日(水)
男団体（男D×2本） ※1チーム4名以上
女団体（女D×2本） ※1チーム4名以上

1-1時、負けペア同士タイブレーク
参加費用 定員（定員になれば募集締切）

１チーム12,000円 2種目3クラス合計48チーム
クラス 備考

オープン(JFTP500)
チャレンジ(JFTP250)

例年の如く、参加賞は牡蠣鍋の予定
他の炊き出しも実施する予定

3/24 (土)
3/25 (日) Chainカップ in 沖縄

都道府県 会場

沖縄
名護市

名護市営庭球場
申込締切 種目
2月15日(木) 男D×女D×混D　 ※1チーム男女各2名以上
参加費用 定員（定員になれば募集締切）

１チーム16,000円 16チーム
クラス 備考
オープン 大会後、コート脇で懇親BBQを開催予定

②飲み会
12/27 (水) Chain主催大会参戦者 2017懇親会Vol.2

都道府県 お店
大阪 坐・和民  茶屋町店

参加費用 コース内容

1人6,000円→早割で4,000円
豪華コース

19時半～22時半(3H飲み放題)

参加資格 定員（定員になれば募集締切）
Chainリーグ2017シーズン１か２に出場した方

今年Chain主催大会に出場した方 50～70名（掘りごたつ貸切）

キャンセル 備考

１週間前まで
先着10名500円オフ

表彰なども行いますが、懇親会メイン。

1/13 (土) Chain主催大会参戦者 2017懇親会Vol.3
都道府県 お店
大阪 坐・和民  茶屋町店

参加費用 コース内容

1人6,000円→早割で4,000円
豪華コース

18時～21時(3H飲み放題)

参加資格 定員（定員になれば募集締切）
Chainリーグ2017シーズン１か２に出場した方

今年Chain主催大会に出場した方 50～70名（掘りごたつ大部屋）

キャンセル 備考

１週間前まで
先着10名500円オフ

表彰なども行いますが、懇親会メイン。

1/14 (日) Chain主催大会参戦者 2017懇親会Vol.4
都道府県 お店
大阪 わたみん家 茶屋町店

参加費用 コース内容

1人6,000円→早割で4,000円
祝コース

15時～18時(3H飲み放題)

参加資格 定員（定員になれば募集締切）
Chainリーグ2017シーズン１か２に出場した方

今年Chain主催大会に出場した方 50～60名（掘りごたつ）

キャンセル 備考

１週間前まで
先着10名500円オフ

表彰なども行いますが、懇親会メイン。


