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このたびは、Chain Cup Summer Festival'20@ 千葉大会にご参加頂き、ありがとうございます。
新型コロナの影響で多くのスポーツイベントが中止あるいは延期になっていますが、「動かせるところから動かして
いくしかない」という想いから、開催に踏み切りました。賛否両論あることは理解しております。
開催するにあたり、会場を貸して下さったロイヤル SC テニスクラブ様、御協賛企業様、チームをとりまとめて下さっ
たリーダーの方々、参加者の皆様、運営スタッフ等、今大会に関わる全ての皆様に、心から感謝申し上げます。
Chain Cup の開催は関東では４度目となり、共同開催の澤田さんと毎回新たな企画に盛り込んでいますが、今回は
皆様にもご協力頂きました「参加者全員のプロフィール」の製作に挑戦。その目的は以下の通りです。

この度は Chain Cup にご参加いただきありがとうございます。
今年はコロナ禍での開催となり、他のイベント同様とても難しい判断と調整があり、例年とは違うエネルギーを使っ
て臨みました。
また、今回で実に 4 回目となる村上氏との共催大会ですが、「今日来て良かった！」「この大会は面白い！」と感じて
いただければそれ以上の幸せはございません。その取り組みの一つは当パンフレットにある「プロフィール紹介ページ」
です。繊細な情報でもあり、皆様のお手間を煩わせる部分でもあり、更に大変な編集作業を伴うものでもあるので悩
んだ末のコンテンツではございますが、この情報がきっかけで「誰かと誰かの繋がりが作れる」はずとの思いでこの

STEP1→自チームメンバーで楽しむ　　STEP2→対戦した相手と仲良くなる　　STEP3→対戦していない人達とも仲良くなる
大会に参加する皆様にとって、テニスの試合を楽しむことが主目的であることは当然だと思いますが、コロナ禍でより貴重な時間となった

「仲間とリアルで過ごす時間」を存分に味わって頂きつつ、今大会を通じて新たな繋がりが生まれるきっかけを作ることもできれば幸せです。
怪我なく、事故なく、笑顔いっぱいの楽しい 2 日間をお過ごしください。

ような形を作るに至りました。この繋がりこそが我々の最も大切にする「Joint ＝繋がり」であり、「Chain ＝繋がり」でもあるので、皆様
の貴重なお時間を頂戴いたしましたことお許しいただければ幸いに存じます。

Joint Sports　代表 / 澤田明伸

Chain　代表 / 村上大
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■初日ドロー・タイムライン

※基本的にタイムラインの通りに進行していきますが、コート移動や複数面数に展開しての試合進行もあり得ます。（特に後半や 2日目）
　皆様、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 2



■ 2日目ドロー・タイムライン

１位トー
２位トー
の試合順

3-4 位トーの試合順
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・全 26チームを 4チームリーグ ×5リーグ（A～ Eリーグ）、6チームリーグ（Fリーグ）に分け、
　初日に予選リーグを行った後、二日目に順位別トーナメントを実施
・男D×2本、女D×1本、混D×2本（計 5本制）
・3勝以上したチームの勝利（途中で勝敗が決まった場合も打ち切り無し）
〔試合順〕女D→男D2→男D1→混D2→混D1
〔重複出場〕同一種目での重複出場は不可、重複は一人 /1回・1日

● 1位トーナメントの選出（全 8チーム）
　→A～ Eリーグの 1位通過（5チーム）は確定
　→ Fリーグの 1位、２位通過（２チーム）は確定
　→A～ Eリーグの 2位通過の最上位の 1チーム（1チーム）

● 2位トーナメントの選出～（全 8チーム）
　→A～ Eリーグの 2位通過（4チーム）
　→ Fリーグの 3位、4位通過（2チーム）
　→A～ Eリーグの 3位通過の上位 2チーム

・アップ：サーブ 4本（片側 2本ずつ）
・6ゲーム先取 /ノーアドバンテージ方式 /タイブレーク無し

・チーム勝敗数＞直接対決＞得失セット数＞得失ゲーム数＞得ゲーム数＞主催側で抽選にて決定

・勝利チームが全 5試合のスコアと全試合球（10球）を併せて大会本部まで報告

・初日の成績に応じてシード順位を決定した上にドローダウン

■試合進行・ルール説明

●3ー４位トーナメントの選出～（全 10チーム）
　→左記以外の全てのチーム（10チーム）

≪試合進行≫

≪アップ・試合形式≫

≪リーグ内での順位決定≫

≪結果報告≫

≪本戦トーナメントのドロー決定≫

≪ 2 日間のスケジュール≫
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Chain コスギ
モンスター☆カーニバル

のんなさい
青空も飛べるはず

朝練はストイックに !
女子におんぶにだっこ

ぱどりんぐ愛好会
奇人みちゅお

ぽいんぽいん倶楽部
チームソフィアンズ
kic ファンクラブ

ブービー
俺のバックハンド

エピソード 2 〜スワンの逆襲〜
ブーちゃんとゆかいな仲間たち
オーマイゴッドファーザー降臨 !

大塚嘉彦には絶対勝てる
スマッシュブラザーズ
あつまれなかおかの森

チームミント歯科
必殺技はダブルフォルト

ゆーき☆おーわし☆ゆーき
チーム コロナをぶっ壊す

ミディ = クロリアン
ヒモになりたい

まきちゃんを許さない

熊澤大修
神田和典 
松本憲明
菊地雅之

梅田真由美
平塚拓磨
尾崎 嘉洋
渡辺怜治

片海健太郎
宮田拓樹

田村圭一朗
井上創太
佐藤大介

男 5 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 5/ 男 6 女 5
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 5 女 5/ 男 5 女 5
男 6 女 3/ 男 5 女 3
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4

男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4
男 6 女 4/ 男 6 女 4

名越一博
瀧元康夫
青木陽介
川村一平
市川寛康
中岡優太
近藤絵理
三原健太
大鷲仁美
植村和明
清峰優太
古屋航
鈴木凪

チーム名 チーム名代表者名 代表者名初日/2日目(昼食数) 初日/2日目(昼食数)

・建物内でのマスク着用とアルコール消毒を徹底願います
・更衣室使用の際は 5人を目安に、密にならないないよう配慮ください
・感染症対策の為、シャワーの使用は出来ません
・クラブハウス内ご利用時は 20分程度の滞在で密を避けてください
・大会提供 Lunch 以外でも食事、ドリンク、氷をご提供（販売）しております
・ゴミの処理は各自持ち帰り願います
・施設内での怪我・事故等は責任を負いかねます

・発熱時（37.5 度以上）、体調不良時のご参加はお控えください
・試合中、及びその直前・直後を除いてはマスク着用マナーをお願い致します
・アルコール消毒は大会本部に設置しておりますのでご自由にお使いください
・こまめな手洗い・うがいでセルフケアください
・大会期間中、及び大会終了後 2週間以内に万が一感染発覚した場合は、大会事務局まで速やかにご報告願います。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨⑩

⑪

⑫

⑬
⑭

⑮

砂入り人工芝コートログハウス

クラブハウス

ハードコート

壁打ちコート

芝生

駐車スペース

車順路

大会
本部

喫煙

喫煙

喫煙
トイレ

トイレ

更衣室

クラブハウス

次の方が待たれてい
る場合は10分交代で
お願いします

■
会
場
マ
ッ
プ

≪会場諸注意≫

≪コロナ対策事項≫
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）利き手 / フォア / バック　（５）プレースタイル　（６）主なテニス活動エリア　（７）一言

Chain コスギ 

　モンスター☆カーニバル

チェインッッッ！！

酒飲み部門あったら優勝します。

（1）熊澤大修
（2）クマザワダイスケ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）筋肉でシコる
（6）横浜市金沢区、横須賀市
（7）好きな飲み物はミルクティーで
す

（1）神田和典　
（2）クララ
（3）大阪府
（4）右利き　F：手首やばい　B：手
首やばくない

（5）手首が気になる
（6）主な居酒屋：飲み放題のあるお店
（7）キープできて当たり前って言いたい

（1）岩橋元治
（2）イワハシモトハル
（3）千葉県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）半面シングルス
（6）千葉市、船橋市
（7）ダイエット頑張ります！

（1）佐藤歩
（2）ガリチャラ
（3）クラブ
（4）右利き　F：イエガー　B：女
（5）飲む、EDM、滝ゲロ
（6）週末東京
（7）見た目よりも飲みます

（1）熊澤礼実
（2）クマザワレミ
（3）神奈川県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）勘で打つ
（6）横浜市金沢区、横須賀市
（7）ボレーのやり方を教えて下さい

（1）千葉高憲
（2）チバタカノリ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）サーブ & ウォッチ！
（6）中野区
（7）全国各地の強者と戦えるのを楽
しみにしてます！

（1）後藤叶恵
（2）ゴトウカナエ
（3）オーフス
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）無回転バックハンド
（6）横浜市戸塚区
（7）試合中目つきが悪かったらすみ
ません。

（1）寺井夏実
（2）オサケキチガイ
（3）そのへん
（4）両利き　F：テキーラ　B：イエ
ガー

（5）飲む、飲む、飲む、アザだらけ
（6）-
（7）出された酒は全部飲みます

（1）ケニー・カサマツ
（2）けにーかさまつ
（3）Atlanta, Georgia (USA)
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ビッグサーブ・ビッグフォア
（6）IMG テニスアカデミー
（7）本場のテニスをお見せします

（1）熊倉大樹
（2）ボードダイスキ
（3）クラブ
（4）右利き　F：テキーラ　B：女
（5）飲む、EDM、脱ぐ
（6）週末東京
（7）見た目よりも飲みます？

（1）青木勇樹（2）アオキユウキ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）サーブとボレーは苦手です。ス
トロークで貢献します！

（6）戸塚
（7）お腹がぽっこりしてきた。
　　痩せたい。

（1）深堀 智貴
（2）ほりちゃん
（3）あのへん
（4）右利き　F：苦手　B：苦手
（5）絶対潰れない
（6）銀座
（7）「酒はメンタル」

（1）りりー
（2）リリー
（3）東京都
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）ふにゃふにゃ
（6）首都圏
（7）気が向いた時だけ走ります。

（1）多比良愛
（2）タイラアイ
（3）茨城県
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）両手でぺろーんと
（6）ほぼやってない
（7）久々の大会楽しみたーい

（１）神谷椋子
（２）かみや　りょうこ

（1）松浦延慶
（2）マツウラノブヨシ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）エンターテイナー
（6）-
（7）粉砕！玉砕！大喝采！

（1）芦原宏昂
（2）アシハラヒロタカ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）自称回転かけてる
（6）神奈川
（7）3 人のメスより飯が好き、破滅隊 :
食柱 あっしー

（1）山本優貴
（2）ヤマモトユウキ
（3）兵庫県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）一発屋
（6）横浜市、藤沢市
（7）仕事辞めたい

（1）谷越圭太
（2）タニコシケイタ
（3）栃木
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンド
（6）品川区、横浜市
（7）自粛でさらに飲めなくなった。。

（1）菅萌々子
（2）カンモモコ
（3）埼玉県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）フォアで打ちまくる
（6）千葉
（7）頑張ります！

（1）平野梨奈
（2）ヒラノリナ
（3）フィリピン
（4）右利き　F：イエガー　B：ワニ
ワニパニック

（5）飲む　噛む　泣く　土偶
（6）新宿・渋谷
（7）必殺技、退化！

（１）森架奈子
（２）もり　かなこ
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）利き手 / フォア / バック　（５）プレースタイル　（６）主なテニス活動エリア　（７）一言

　のんなさい

　青空も飛べるはず

横浜、川崎で活動している社会人サークルです。興味のある方は声をかけていただけると幸甚です。

チームメンバーはまったくお互いのこと知らない中集まってくれたので、この二日間を運営として最高
の思い出にします。

（1）松本憲明
（2）マツモトノリアキ
（3）滋賀県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）サーブ & スマッシャー
（6）横浜市、川崎市
（7）とにかく楽しみます！

（1）菊地雅之
（2）キクチマサユキ
（3）東京都
（4）右利き F：片手　B：片手
（5）サーブに命をかける
（6）川崎、世田谷、たまに富里
（7）年内でクリスチアーノロナウド
の体になることを目指してます

（1）向島大誠
（2）ムコウジマタイセイ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）注文に合わせます
（6）横浜市、北区、大宮区
（7）負けても泣かない

（1）切詰魁
（2）キリヅメカイ
（3）香川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）攻めのシコラー
（6）調布市
（7）ゾンビ魂

（1）松本静香
（2）マツモトシズカ
（3）大阪府
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）夢見るオールラウンダー
（6）横浜市、川崎市
（7）楽しみたいと思います。よろし
くお願いします。

（1）三橋加奈子
（2）ミハシカナコ
（3）鳥取県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）保守的
（6）東京都内
（7）怪我をしないこと

（1）中島麻梨子
（2）ナカジママリコ
（3）岡山県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）横浜市、川崎市
（7）1 日１回ボレー決めます !!

（1）田村優
（2）タムラユウ
（3）群馬県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）-
（6）群馬県
（7）怪我なく、楽しく頑張ります！

（1）伊藤優太朗
（2）イトウユウタロウ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）アグレッシブベースライナー
（6）横浜市、川崎市
（7）お手柔らかに

（1）吉原京佑
（2）ヨシハラケイスケ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）シコラー
（6）23 区
（7）コロナの影響で仕事がなくほぼ
ニートなので練習頑張ります！

（1）大川雅貴
（2）オオカワマサタカ
（3）長野県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）横浜市、川崎市
（7）サーブ頑張ります！

（1）津田裕一朗
（2）ツダユウイチロウ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）怪しいシコラー
（6）品川区、横浜市、横須賀市
（7）誰かボレー教えてください、、

（1）親泊幸絵
（2）シンパクユキエ
（3）大阪府
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）東京、神奈川、千葉
（7）楽しくがんばります！！

（1）中毬瑛
（2）ナカマリエ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）-
（6）船橋市、千葉市など
（7）花子と名付けた食虫植物（ハエ
トリグサ）が虫を食べてくれません

（1）花田真一
（2）ハナダシンイチ
（3）大阪府
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）スーパーダッシュポーチャー
（6）横浜市、江戸川区
（7）みんなで盛り上がりましょう！

（1）杉田曜
（2）スギタヒカル
（3）埼玉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）練プロ
（6）新座市
（7）久しぶりの大会頑張ります

（1）名波翔悟
（2）ナワショウゴ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）カウンター
（6）横浜市、川崎市
（7）宜しくお願いします！！

（1）渡邊裕之
（2）ワタナベヒロユキ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ビックサーバーになりたい
（6）千葉
（7）がんばります

（1）大谷有依
（2）オオタニユイ
（3）神奈川県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）どんなボールも拾う
（6）横浜市、川崎市
（7）走る！

（1）渡邊雪乃
（2）ワタナベユキノ
（3）埼玉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）どフラットストローカー
（6）-
（7）怪我しないように頑張ります！
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）利き手 / フォア / バック　（５）プレースタイル　（６）主なテニス活動エリア　（７）一言

　朝練はストイックに！

　女子におんぶにだっこ

朝練でストイックに練習してるメンバーから集めました！
筋トレと気合いは負けない！

優勝あるのみ！！

（1）梅田真由美（2）ウメダマユミ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）どんどろりんからのずどーんと
みせかけのぽん

（6）横浜市
（7）写真アプリでいじり過ぎって誰
が言ったの！？ 50 年前の私よ！

（1）山藤彩香
（2）サントウアヤカ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）葛飾区、千葉県全域
（7）汗かくの嫌いです。
　　けど、がんばります！

（1）鈴木健人
（2）スズキケント
（3）静岡県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）スローペースシコラー
（6）横浜市
（7）デニーズのハンバーグカレード
リア

（1）本間海
（2）ホンマカイ
（3）静岡県
（4）右利き　 F：片手　B：両手
（5）よく攣る
（6）なし
（7）最近引っ越して東京にきました

（1）亀山紋奈
（2）カメヤマアヤナ
（3）東京都
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）色々練習中です
（6）世田谷区
（7）最近犬を飼いました。

（1）助川峰理
（2）スケガワミネリ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）サーバー
（6）港区
（7）チームの皆さんに頼ります

（1）二ノ宮沙梧
（2）ニノミヤサギリ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）横浜市
（7）みんなに引っ張ってもらいなが
ら頑張ります！

（1）山澤毅
（2）ヤマザワタケシ
（3）大阪府
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）全部スマッシュ
（6）横浜市
（7）スマッシュ愛しかない！たまに
スカッシュ！

（1）安藤裕太
（2）アンドウユウタ
（3）千葉県
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）ベースライナー
（6）新宿区
（7）どんどん体が動けなくなってい
ますが、楽しみます！

（1）板津拓真（2）イタツタクマ
（3）神奈川
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）健康思考型
（6）横浜市
（7）健康第一。怪我なく、みんなで
元気に楽しみたい。あ、誰かシミの
消し方教えて下さい。

(1) 吉開健太
(2) ヨシカイケンタ
(3) つくば
(4) 右利き　F: 片手　B: 両手
(5) サーブはなるべく打たない
(6) 神出鬼没
(7) 応援頑張ります

（1）月脚友美子（2）ツキアシ ユミ
コ（3）千葉県　（4）右利き　F：片
手　B：両手（5）-　（6）八千代市

（7）怪我が増えてきました…(^^; リー
ダーの、楽しければいいの！テニス
は男性に頑張っていただきましょう
♪のお誘いラインに甘えさせていた
だきました (^^;

（1）清水梨沙
（2）シミズリサ
（3）滋賀県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）元気に走り回る
（6）葛飾区
（7）頑張ります！

（1）佐々木剛
（2）ササキゴウ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）モハメドアリ
（6）横浜市
（7）全員ぶっとばーす

（1）児玉優太郎
（2）コダマユウタロウ
（3）千葉県
（4）右利き手　F：片手　B：両手
（5）フォア
（6）千葉県
（7）ゴルフにハマってます

（1）池谷智隆
（2）イケガヤトモタカ
（3）静岡県
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）オールラウンダー
（6）横浜
（7）楽しいテニスで頑張りま～す

1. 長谷川智史
2. ハセガワトモフミ
3. 千葉県
4. 右利き　F：片手　B：両手
5. うるさい
6. 千葉県
7. 任天堂 Switch 買いました

（1）石井真由美
（2）イシイマユミ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ラケットのあらゆるところを使
う

（6）横浜市
（7）他力本願で優勝狙い
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）利き手 / フォア / バック　（５）プレースタイル　（６）主なテニス活動エリア　（７）一言

　ぱどりんぐ愛好会

　奇人みちゅお

今回も笑いのビックウェーブを待ちたいと思います！お願いします！！
※「パドる」: めちゃスベる、時間を止める

休憩は取ろう！さっき取った休憩は短かった！働き方を変えていこう！

（1）尾崎嘉洋（2）オザキヨシヒロ
（3）山形県
（4）右 ( ジョッキは左 )　F：片手　B：
両手

（5）ビールをチェイサーに日本酒
（6）千葉県 ( 最近新宿行ってない )
（7）施されたら施し返す。恩返しで
す！

（1）渡辺怜治
（2）ワタナベレイジ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）体力無い系雑テニス
（6）市川市
（7）れあ大好き！

（1）石井健悟
（2）イシイケンゴ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ノリと勢い
（6）千葉県
（7）一生懸命頑張ります

（1）加藤彰馬
（2）カトウショウマ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）とりあえず頑張る
（6）横浜
（7）頑張ります！

（1）西岸直美
（2）ニシギシナオミ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ドライブボレー
（6）習志野市、船橋市、千葉市
（7）1km 引っ越します！

（1）池田玲
（2）イケダレイ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）とにかく早く決めに行きたがる
系テニス

（6）その時々による
（7）れあ大好き！

（1）片岡麻実
（2）カタオカアサミ
（3）川口の女
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）ハイリスク
（6）危険な街
（7）佐藤栞里は意外とたれ目じゃな
いです

（1）富田 早由利
（2）トミタ サユリ
（3）東京都
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）ペアに頼り切る
（6）練馬区
（7）楽しくがんばる！

（1）高野健一
（2）タカノケンイチ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）シコラー
（6）千葉市
（7）タン塩大好き！

（1）長浜功明
（2）ナガハマヨシテル
（3）兵庫県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）横紋金融解症誘発系
（6）新宿区
（7）カメラマンとして頑張ります。

（1）片岡慎
（2）カタオカマコト
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）なんでも出来る
（6）危険な街
（7）腰がおじいちゃん

（1）堀匡毅　（2）ホリマサキ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）コートの隅から隅まで走る
（6）町田市
（7）みなさん！ぼくのプレーではな
く、愛車の「ロッキー」を見てくだ
さい！

（1）前田貴優　（2）マエダキユウ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）バコラー
（6）千葉県
（7）全部フォアで打ち込みます。フォ
アハンドの速さ勝負では負けませ
ん！

（1）渡辺玲那
（2）ワタナベレナ
（3）宮城県
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）フットワーク系オールラウンダー
（6）市川市
（7）れあ大好き！

（1）小柴朋幸
（2）コシバトモユキ
（3）大阪府
（4）左利き　F：両手　B：両手
（5）ボレーは振るもの
（6）江戸川区
（7）最近ダイエットしてます

（1）佐藤優哉
（2）サトウユウヤ
（3）茨城県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）エルボーケアサーバー
（6）世田谷区
（7）む　

（1）保科慶
（2）ホシナケイ
（3）新潟県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）ボレーヤー
（6）千葉県
（7）テクさナンバーワン目指します！

（1）有馬幸大
（2）アリマユキヒロ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ハイボール濃いめ
（6）ギロッポン
（7）三度の飯より酒が好き

（1）齋藤夏美
（2）サイトウナツミ
（3）茨城県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）いやらしいコース好き！笑
（6）千葉市
（7）好きな食べ物は食べ物です！
食いしん坊万才！

（1）島崎結衣
（2）シマザキユイ
（3）茨城県
（4）右利き　F：片手　B：わからな
い

（5）フォアしか打てないスタイル
（6）千葉～東京
（7）熱中症に気をつけて頑張ります
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）利き手 / フォア / バック　（５）プレースタイル　（６）主なテニス活動エリア　（７）一言

　ぽいんぽいん倶楽部

　チームソフィアンズ

昨年明けに chain 初参加！結果は驚異の 25 戦 24 敗 1 勝 !! 皆さん優しくしてください！

現役メンバーで挑みます！精一杯がんばります！

（1）片海健太郎
（2）カタウミケンタロウ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）マワリコンデフォア
（6）千葉、東京
（7）在宅勤務で寝てしまう

（1）宮田拓樹
（2）ミヤタタクミ
（3）神奈川
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）横浜市
（7）お腹空いた時はいつもフルグラ
食べてます

（1）靍拓真
（2）ツルタクマ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）サーブアンドボレー
（6）新宿
（7）在宅だと仕事のやる気が出ない
ので、現場ファーストで働きます。

（1）青木郁弥
（2）アオキフミヤ
（3）北海道
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）北区
（7）大学の課題が多いです

（1）吉田奈採
（2）ヨシダナツミ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）アフターフォロー
（6）西船橋あたり
（7）全力で応援します☆

（1）奥澤真央
（2）オクサワマオ
（3）ニューヨーク
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）キャピキャピテニス
（6）東京都
（7）やっとテニスができるので全力
で楽しみます！

（1）萩山祐里奈
（2）ハギヤマ　ユリナ
（3）大阪府
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）悲しいまでのシコラー
（6）市川市、船橋市界隈
（7）彼氏募集中です！気軽に声かけ
てください ( 他力本願 ) 笑

（1）飯泉楓子　（2）イイズミフウコ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）粘りのプレー
（6）新宿区
（7）テニサーはどうせ飲みサーでしょ
とか思われたくないので、絶対優勝
します！！！

（1）江澤佑樹
（2）エザワユウキ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ワンコ
（6）東京都・千葉県
（7）フォアの打ち方分かりません

（1）岡田大樹
（2）オカダヒロキ
（3）石川県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）アグレッシブベースライナー
（6）千代田区
（7）女子強めなので女子のヒモにな
ります！

（1）鈴木翼
（2）スズキツバサ
（3）秋田県
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）ストローカー
（6）船橋
（7）趣味はゲームです。

（1）新川伊織
（2）ニイカワイオリ
（3）大阪府岸和田市
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）とってとって取りまくる
（6）北区
（7）雨にも負けずコロナに負けず /
高級食パン専門店巡り

（1）矢野奈都子　
（2）ヤノナツコ
（3）山口県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）バタバタフットワーク
（6）都内、千葉
（7）一緒にテニスしてくれる方募集
してます。よろしくお願いします。

（1）清水愛華
（2）シミズアイカ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ベースライナー
（6）北区
（7）コロナに負けず頑張ります！

(1) 北野勇太
(2) キタノユウタ
(3) 奈良県
(4) 右利き　F：片手　B：両手
(5) 忖度
(6) 江戸川区
(7) 彼女募集中

（1）丸山駿輝
（2）マルヤマ　シュンキ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）千葉市
（7）暑さにやられて途中棄権しない
ように頑張ります。

（1）佐々木幸輔
（2）ササキコウスケ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）コート３面分使ったテニス
（6）東京の東の方と千葉の西の方
（7）1 試合でのダブルフォルトを 10
本以内に抑えたいです。

（1）澤遼太郎
（2）サワリョウタロウ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）スピン系
（6）大学内サークル
（7）頑張ります！

（1）寺野めぐみ
（2）テラノメグミ
（3）愛知県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ドタバタ騒がし系
（6）江東区、墨田区あたり
（7）最近はドデリドエクストリーム
にハマってます！対戦相手募集中！

（1）中島ひかる
（2）ナカジマヒカル　（3）京都府
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）バックハンド
（6）千代田区
（7）最近テニスしてなさすぎて体動
かないけど、チームに貢献できるよ
うに頑張ります！
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）利き手 / フォア / バック　（５）プレースタイル　（６）主なテニス活動エリア　（７）一言

　kic ファンクラブ

　ブービー

テニスバカが集まりました。優勝して美味い飯食いに行きます！

大学内でメンバーをかき集めたチームです。2 日間よろしくお願いします！！

（1）田村圭一朗（2）タムラケイイ
チロウ（3）千葉県

（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）気分が良いとバコります
（6）柏市 or 葛飾区
（7）テニスの中毒性に悩まされてい
ます、7 月は 38 回テニスしました。
誰か僕を止めてください。

（1）井上創太
（2）イノウエソウタ
（3）兵庫県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）ばこる
（6）横浜市
（7）ぎっくり腰明けなのでお手柔ら
かに

（1）橋本拓実
（2）ハシモトタクミ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストロークは打たない
（6）松戸市
（7）チームのために頑張ります

（1）石川智
（2）イシカワサトシ
（3）広島県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）横浜市
（7）足引っ張らないよう頑張ります

（1）野本遼摩
（2）ノモトリョウマ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）柏市
（7）うおおおおぉぉぉおおおあたあ
ああぁぁああ！！！

（1）深澤栞（2）フカザワシオリ
（3）神奈川県　（4）両利き　F：片
手　B：両手　（5）とりあえず粘っ
てみる（6）横浜市

（7）コロナ渦でテニスをできる機会
が減ってしまったのですが、なんと
か足を引っ張らないように体調管理
はしっかりしようと思います

（1）白土真衣
（2）シラツチマイ
（3）東京都
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）-
（6）葛飾区、柏市、越谷市
（7）雨女すぎて練習、大会が全て雨
になることが悩み

（1）下瀬誠希　（2）シモセマサキ
（3）千葉県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）千葉県柏市 - 松戸市
（7）チームに貢献できるように頑張
ります！ボールが遅すぎて困ってお
ります。

（1）熊谷爽
（2）クマガイショウ
（3）神奈川県
（4）両利き　F：片手　B：両手
（5）つなげる
（6）横浜市
（7）ペンション潮騒をよろしくお願
いします

（1）佐古悠太
（2）サコユウタ
（3）日本の大都会
（4）右利き　F：片手　B：気持ちは
片手の両手

（5）天才ボレーヤー
（6）日本
（7）しゃす

（1）鳥海拡成
（2）トリウミヒロナリ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）バチコリ圭
（6）横浜市
（7）白石聖が本当に可愛い

（1）亀山もな
（2）カメヤマモナ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）東京
（7）-

（1）赤井未来
（2）アカイミク
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）攻める！
（6）横浜市
（7）夏バテしないように頑張ります

（1）樋口夏鈴
（2）ヒグチカリン
（3）埼玉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）-
（6）埼玉、柏
（7）一緒にテニスをしている友達が
雨女でいつも練習が雨なこと

（1）菊地達朗
（2）キクチタツロウ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）柏市
（7）バックのボレーは狙わないで下
さい！

（1）小林宙輝（2）コバヤシヒロキ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）バコラーでもなくシコラーでも
ない（6）横浜市

（7）最近ラケット買い変えようか迷っ
てます。おすすめのラケット教えて
ください。好きな色は赤です。

（1）政井颯太
（2）マサイソウタ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）バコラー
（6）千葉市
（7）チームに貢献できるように頑張
ります！

（1）白戸丈滋
（2）シロトジョウジ
（3）北海道
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）横浜市
（7）スプラトゥーンがなかなかうま
くならない

（1）神崎遥香
（2）カンザキハルカ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）とにかく打つ
（6）柏市など
（7）チームみんなで楽しく勝ちたい

（1）内藤亜美
（2）ナイトウアミ
（3）山梨県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）つなげる
（6）横浜市
（7）コロナと熱中症に気をつけよう！

（1）鈴木南帆
（2）スズキミナホ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）-
（7）頑張ります！
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）利き手 / フォア / バック　（５）プレースタイル　（６）主なテニス活動エリア　（７）一言

　俺のバックハンド

　エピソード 2 〜スワンの逆襲〜

メンバー全員のバックハンドに一癖も二癖もあったりなかったりします。よろしくお願いします！！

足を引っ張らないように頑張る

（1）佐藤大介　（2）サトウダイスケ
（3）東京
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）一生懸命走る
（6）横浜市、川崎市、品川区
（7）テニスをしてきてはじめてテニ
ス肘に悩まされています。痛みに耐
えつつ頑張ります！

（1）名越一博
（2）ナゴシカズヒロ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）ボレーヤー
（6）千葉、埼玉、東京、神奈川
（7）最近体が動かない

（1）島垣朔歩
（2）シマガキサクホ
（3）新潟県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）どシコラー
（6）新潟市
（7）関東での試合というだけで緊張
して吐きそうです

（1）栗原隆彰
（2）クリハラタカアキ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）ストローク嫌いボレーヤー
（6）千葉県と東京都
（7）少しでもチームに貢献できるよ
うに頑張ります！

（1）吉田沙織
（2）ヨシダサオリ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）粘る！
（6）なし
（7）久々にテニスができるのを楽し
みにしています。

（1）山本理佳
（2）ヤマモトリカ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）行き当たりばったり
（6）神奈川、東京
（7）猪突猛進

（1）大野沙耶香
（2）オオノサヤカ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ゆるゆる系
（6）千葉県
（7 久しぶりのテニスなので楽しみた
いと思います！

（１）関真由美

（1）境貴史
（2）サカイタカシ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）横浜市
（7）アキレス腱断裂に負けない

（1）中岡和也
（2）ナカオカ　カズヤ
（3）埼玉県
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）ボレーヤー
（6）さいたま市
（7）最年長なので、足を引っ張らな
いように頑張ります！

（1）豊田涼
（2）トヨダリョウ
（3）神奈川
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）ダブルスがすき
（6）東京
（7）楽しみながら頑張りたい！

（1）高橋佑太
（2）タカハシユウタ
（3）東京出身
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）シコりたいけどシコれない
（6）世田谷区
（7）起業したい

（1）宮代夢子
（2）ミヤシロユメコ
（3）茨城県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）省エネプレイヤー
（6）水戸市
（7）今大会お披露目の New プレー
スタイル、気合入れてやりぬきます！

（1）矢野彰子
（2）ヤノアキコ
（3）東京都
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）ペアに頼る系覆面スタイル
（6）一都三県
（7）在宅間食太り解消のために走り
ます！！

（1）高山耕輔
（2）タカヤマコウスケ
（3）三重県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）リターン一本足打法
（6）スポル大井町、エース市川
（7）1 日の後半は暑さでバテるので、
午前中だけは頑張りたいと思います

（1）永田優
（2）ナガタユウ
（3）岡山県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）千葉市
（7）2 日間よろしくお願いします

（1）木下聡弘
（2）キノシタトシヒロ
（3）兵庫県
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）特技フットワーク（6）浦安市
（7）テレワークの影響でテニス再開
できました、チームの皆さん宜しく
です！

（１）

（1）魚本真理　（2）ウオモトマリ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ねばる　（6）横浜市
（7）初参戦なので、思いっきりたの
しみたいですテニス再開したらまた
足が太くなってしまいましたおいし
い卵焼きを作れるようになりたい

（1）広瀬るりえ
（2）ヒロセルリエ
（3）ー
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）その日の調子
（6）ー
（7）ー

　ブーちゃんとゆかいな仲間たち
瀧元康夫・林寛之・蔭山智之・岩本達也・福田慎吾・豊澤友騎・瀧元果菜・高橋麻理・岩本萌江・豊澤美香（全員右利き）
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）利き手 / フォア / バック　（５）プレースタイル　（６）主なテニス活動エリア　（７）一言

　オーマイゴッドファーザー降臨！

　大塚嘉彦には絶対勝てる

負けそうになって初めて頑張る、どんでん返しだ！！

テニスサークル UNO のメンバーです。印西市で活動してますので、是非遊びに来てください！

（1）田中桃子
（2）タナカモモコ
（3）ブルーベリー畑
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）2 列目からの飛び出し
（6）パーキングエリア
（7）お腹が空いて力が出ない

（1）青木陽介
（2）アオキヨウスケ
（3）三丁目の角を曲がって左側
（4）右利き　F：打てない　B：打っ
たことない

（5）ノリツッコミ
（6）アーサーアッシュスタジアム
（7）let's think!

（1）阿部領太
（2）アベリョウタ
（3）新潟県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）走れないシコラー
（6）印西市
（7）エンジョイします！全力で楽し
む！

（1）新谷紀尚
（2）シンヤノリヒサ
（3）東南アジア
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）深夜に待ち伏せ
（6）駅前
（7）あ、コレ意外と柔らかいんです
ね

（1）嶋田壮馬　（2）シマダソウマ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）攻め一択
（6）印西市、茂原市
（7）先月 39 度近くの熱を出して死
ぬほど焦りました。PCR 検査の結果
は陰性です！

（1）梶原千夏
（2）カジワラチナツ
（3）ホグワーツ
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）そっと佇む
（6）トゥーンタウン
（7）トドメ刺しましょうか？

（1）小林夏実
（2）コバヤシナツミ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ハードヒッター
（6）千葉
（7）がんばります！

（1）井樋大貴
（2）イビヒロタカ
（3）どうぶつの森
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）時を戻す
（6）リビング
（7）よく蚊に刺されます

（1）稲葉翼
（2）イナバツバサ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）-
（6）印西市、白井市
（7）世界人類が平和でありますよう
に

（1）石岡孝浩
（2）イシオカタカヒロ
（3）地球
（4）お箸持つ方　F：片手　B：片手
（5）マッチングアプリ
（6）夢の中
（7）なにそれ、美味しいの？

（1）林大佑
（2）ハヤシダイスケ
（3）千葉県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）サーブ & ボレーヤー
（6）印西市
（7）- 

（1）清水梢
（2）シミズコズエ
（3）ナメック星
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）正論
（6）私がテニスをしたいと思ったと
ころ

（7）私か私以外か

（1）石井絵比
（2）イシイエナミ
（3）茨城県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）日焼け防止プレイヤー
（6）松戸市
（7）がんばります

（1）川村一平
（2）カワムライッペイ
（3）千葉県
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）サーブアンドボレーヤー
（6）印西市
（7）ゴルフにハマってます。

（1）高橋賢太郎
（2）タカハシケンタロウ
（3）ムー大陸
（4）右利き　F：片手　B：スライス
のみ

（5）千鳥足
（6）海底 2 万 m
（7）あー、それ多目的ですね

（1）大塚嘉彦
（2）オオツカヨシヒコ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）俺様の美技に酔いな系
（6）印西、千葉
（7）試合が少ないのでウィンブルド
ンのつもりで気張ります

（1）鈴木雄太
（2）スズキユウタ
（3）アマゾン川源流
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ロジック攻め
（6）池袋ウエストゲートパーク
（7）パピコ半分あげる

（1）篠原麻美
（2）シノハラアサミ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）特にないです
（6）千葉
（7）怪我をしないように頑張ります！

（1）中山佳菜
（2）ナカヤマカナ
（3）邪馬台国
（4）右利き　 F：片手　B：両手
（5）叱咤激励
（6）どこにでも現れる
（7）少しだけ未来が見えます

（1）峰松沙良南
（2）ミネマツサラナ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）松戸
（7）頑張ります！
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）利き手 / フォア / バック　（５）プレースタイル　（６）主なテニス活動エリア　（７）一言

　スマッシュブラザーズ

　あつまれなかおかの森

今回のチームは普段は神奈川県で主にテニスをしている個性的なメンバーが集まってます！（笑）
一緒に試合でるのはほぼ初めてですが優勝目指してがんばります！

東京転勤して約一年になり全力人脈で寄せ集めました。一体感出して声だしていきます。 
目標は小柴プロに勝つことです！

（1）市川寛康
（2）イチカワヒロヤス
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ソーシャルディスタンス
（6）神奈川県
（7）ラケット変えたい

（1）中岡優太
（2）ナカオカユウタ
（3）大阪府
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）フォアハゲ打ちバックイップス
のつもり

（6）東京都
（7）とりあえず声だしていきます！

（1）市瀬知輝
（2）イチノセトモキ
（3）神奈川県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）ノンプレ鬼しばき
（6）アフリカ大陸
（7）ぼぼぼぼくはスマッシュよりお
にぎりが好きなんだなぁ

（1）池添克哉
（2）イケゾイカツヤ
（3）北海道
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）面上向きバックハンダー
（6）東京都、千葉県
（7）草トーの団体戦はじめてなので、
楽しくテニスしたいです！

（1）渡邊芙美
（2）ワタナベフミ
（3）神奈川
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）気持ちです
（6）東京都
（7）いっぱいがんばりまーす！！

（1）西改教子
（2）サイカイノリコ
（3）大阪府
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）普通
（6）亀戸
（7）鬼滅の刃 22 巻早く読みたいなー

（1）金子ちひろ
（2）カネコチヒロ
（3）秋田県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ラケット任せ
（6）横浜
（7）ゴルフ熱到来中

（1）山口淳子　（2）ヤマグチアツコ
（3）埼玉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ボレーが好きです！プレーはそ
の日の気分で決めます…

（6）八潮、金町、松戸
（7）楽しいのが 1 番！！よろしくお
願いします！

（1）倉部涼　（2）クラベリョウ
（3）東京都
（4）左利き　F：片手　B：片手
（5）サーブ & フォア
（6）神奈川県
（7）久しぶりの団体戦なのでチーム
の足を引っ張らないように頑張りま
す！

（1）パン君（2）パンクン
（3）ボリビア
（4）どちらも不自由　F：下手　B：
ド下手

（5）どうやってるか分からないです。
（6）ないです。誰かお願いします。
（7）最近のエントリー費が高くて悩
んでます。悲しい気持ちです。

（1）吉澤悠吾
（2）ヨシザワユウゴ
（3）大阪府
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）しこらー
（6）神奈川県のとある街
（7）暑いので倒れないように頑張り
ます

（1）塩谷昌記
（2）エンヤマサキ
（3）岐阜県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）川崎市
（7）怪我しないように楽しく頑張り
ます

（1）市川舞
（2）イチカワマイ
（3）神奈川県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）-
（6）横浜 or 湘南
（7）-

（1）小柳有佳子
（2）コヤナギユカコ
（3 東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）決め手のないストローカー
（6）東京の東の辺り
（7）次は失敗しないぞー ( 笑

（1）市瀬祐輝
（2）イチノセユウキ
（3）神奈川県
（4）両利き　F：片手　B：両手
（5）左シェーク裏裏型 ( 卓球 )
（6）県外進出中
（7）草トー界の水谷隼です！

（1）小柳遊多　（2）コヤナギユウタ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）攻撃的ロブラー
（6）台東区近辺
（7）夫婦で参加！いつも以上に妻の顔色
を伺いながら皆さんと楽しく過ごせれば
と思います！よろしくお願いします！

（1）西尾武蔵
（2）ニシオムサシ
（3）愛知県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）繊細なシコらー
（6）神奈川県
（7）-

（１）長船雅喜
（２）オサフネマサキ
（３）京都府
（４）右利き　F：片手　B：両手
（５）頭脳派
（６）都内
（７）頑張ります

（1）柳沼未央
（2）ヤギヌマミオ
（3）神奈川県
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）慎重に打つ
（6）相模原市
（7）久しぶりの試合で不安です、、

（1）近藤愛里
（2）コンドウアイリ
（3）徳島県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）横浜、藤沢、都内
（7）チームの試合見る & 応援するの
が楽しみです！！
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）利き手 / フォア / バック　（５）プレースタイル　（６）主なテニス活動エリア　（７）一言

　チームミント歯科

　必殺技はダブルフォルト

チームミント歯科として今回で 4 回目の Chain Cup 参加になります！コート外で輝きたいと思います笑

落ち着くように、見せないように by エルサ

（1）近藤絵理
（2）コンドウエリ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）おサボりテニス
（6）西東京・練馬
（7）全ての衰えを感じる今日この頃、
現状維持が目標！

（1）三原健太
（2）ミハラケンタ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）興奮と情熱のあいだ
（6）八王子
（7）必殺技だしちゃうぞ！

（1）小林洋介
（2）コバヤシヨウスケ（3）埼玉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）アグレッシブビビり
（6）川口市
（7）味方、相手関わらず足を引っ張
れるように頑張ります。そしてコー
ト外で輝く！

（1）清田光
（2）キヨタヒカル
（3）神奈川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ダブルス専門
（6）横浜市
（7）がんばりまーす

（1）渡辺史典
（2）ワタナベフミノリ
（3）東京
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）見せかけ
（6）東京
（7）熱中症にご注意ください

（1）花畑めぐみ
（2）ハナバタメグミ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）青梅　日の出町　福生
（7）芸人千鳥のテレビを見る事

（1）奥寺 奈々
（2）オクデラナナ
（3）岩手県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）全部チャンボ
（6）絵理さんに誘われた所
（7）今年も美白守り抜きます！

（1）吉田貴子
（2）ヨシダタカコ
（3）－
（4）右利き　F：片手　B：片手・両
手

（5）？
（6）都内
（7）頑張るぞ。

（1）砂岡直樹（2）スナオカナオキ
（3）群馬県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）豊島区、東大和市
（7）テニスが自粛できずに困ってます。
仕事とテニスのバランスを考えて充実
した人生を過ごしたいと思います。

（1）下東大介
（2）シモヒガシダイスケ
（3）埼玉県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）カウンターパンチャー
（6）飯能市
（7）2 歳の娘に「ママ」と呼ばれま
す

（1）清水良輔
（2）シミズリョウスケ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）力技
（6）江戸川区、江東区
（7）肉離れをしてダーツと筋トレし
かしてません！絶賛ダイエット中！

（1）内海元希
（2）ウツミゲンキ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）普通
（6）多摩地区
（7）怪我したくないのでお手柔らか
にお願い致します

（1）渡邉龍人
（2）ワタナベリュウト
（3）北海道
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）カーブシュート
（6）練馬区
（7）ジャンプフローターサーブ強化
中

（1）斎藤園子
（2）サイトウソノコ
（3）東京都
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）-
（7）-

（1）竹下美穂
（2）タケシタミホ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）世田谷区
（7）オネェ達の YouTube を見てい
ると気づけば 1 日が終わっている…

（1）高橋唯之
（2）タカハシタダシ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）バックでガンガン攻める
（6）五差路
（7）美白

（1）三輪尚人
（2）ミワナオヒト
（3）埼玉県
（4 右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）さいたま市
（7）団体戦なので、チームに貢献で
きるよう楽しくやりたいと思います

（1）村上航平
（2）ムラカミコウヘイ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）シコシコ
（6）練馬区
（7）【募集】有給の使い道

（1）齋藤周平
（2）サイトウシュウヘイ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ベースライナー
（6）板橋区
（7）自粛期間のモヤモヤをこの大会
で発散します！頑張ります！

（1）鈴木貴之
（2）スズキタカユキ
（3）岩手県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）サーブ打ってあとはお任せ
（6）国分寺
（7）貴ちゃんねるずにはまってます

（1）三原美紗子
（2）ミハラミサコ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）手を伸ばして届く範囲は頑張る
（6）八王子
（7）チーム名に恥じないプレーを心
がけます

（1）長谷川智世
（2）ハセガワ トモヨ
（3）埼玉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）トロピカルマンゴーフラペチー
ノ

（6）北は大宮から南は横浜まで
（7）好きなタイプは範馬刃牙
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　ゆーき☆おーわし☆ゆーき

　チーム コロナをぶっ壊す

みんなで怪我なく楽しく！！

テニスを通して免疫力、内臓機能の向上を図り、体内からコロナウィルスの駆逐を成し遂
げる事を目的とするチーム

（1）大鷲仁美
（2）オオワシヒトミ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストロークが好き！
（6）舎人、さいたま市付近
（7）はまること探し中

（1）植村　テポドン　和明
（2）ウエムラ  テポドン カズアキ
（3）聖地マリージョア
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）水の呼吸
（6）インペルダウン level3
（7）暑くなると何故だかあだち充作
品に魅了される。

（1）中村和人（あだ名：かず）
（2）ナカムラカズヒト
（3）千葉県
（4）右利き、たまに左利き　F：片
手　B：片手

（5）ムードメーカー
（6）柏から世界へ！
（7）記録よりも記憶に残るプレイを！

（1）中島快
（2）ナカジマカイ
（3）千葉県
（4）. 右利き　F：片手　B：両手
（5）カウンターパンチャー
（6）印西市（テニスサークル UNO）
（7）コロナをやっつけるぞ！！

（1）ホンダマン
（2）ホンダマン
（3）石川県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）サーブ＆ボレー始めました
（6）千葉 or 足立区
（7）鼻毛白髪問題…

（1）井本海月
（2）イモトミヅキ
（3）宮崎県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）感覚派プレー
（6）関東
（7）頑張ります

（1）加藤奈津子
（2）カトウナツコ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー？
（6）市川市
（7）よろしくお願いします！

(1) 妹尾有花 (2) セノオユカ
(3) 千葉県
(4) 右利き　F：片手　B：両手
(5) バコラー笑笑
(6) 都内（学生時代）
(7) 社会人なってすぐコロナでテニスが
出来ず、学生まで毎日球に触れていた
GAP で動きに老化を感じます。笑笑

（1）袖平智樹（2）ソデタイトモキ
（3）青森県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）松戸、柏、船橋、市川
（7）松戸市内の某パティスリーのアッ
プルパイ、KALDI の日本蕎麦、砕い
た柿の種をまぶして揚げた鳥の唐揚げ

（1）黒柳亮介
（2）クロヤナギリョウスケ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）サーブ
（6）二子玉が多いです！
（7）飲みましょう

（1）英大介
（2）ハナブサダイスケ
（3）兵庫県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）自称ボレーヤー
（6）城東～千葉方面
（7）とりあえず、ケガをしない！！

（1）白井卓也（2）シライタクヤ
（3）埼玉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンド
（6）八潮市
（7）地獄の番人ケルベロスと言われ
た実力をお見せします。趣味は筋ト
レ

（1）菅原里夏
（2）スガワラリカ
（3）埼玉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）流山・柏・三郷
（7）楽しみたいと思います！

（1）宮内梨奈
（2）ミヤウチリナ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）省エネテニス
（6）松戸市
（7）頑張ります！よろしくお願いし
ます！

（1）井澤一幸
（2）イザワカズユキ
（3）埼玉県
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）防御
（6）東京、千葉
（7）頑張ります！

（1）川出知行
（2）カワイデトモユキ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）自由気まま
（6）呼ばれたらどこでも
（7）足の疲れをとる方法募集してい
ます

（1）大鷲祐貴
（2）オオワシユウキ
（3）茨城県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ボレーヤーになりたい笑
（6）さいたま市から 15km 圏内
（7）んー強いて言うならパズドラと
ドラクエウォーク、、、笑

（1）福島晴之
（2）フクシマハルユキ
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）千葉県
（7）がんばります！

（1）和泉奈穂子
（2）イズミナオコ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）テニスはメンタル
（6）いろいろ
（7）最近、お花のサブスクはじめま
した

（1）堺菜々美
（2）サカイナナミ
（3）千葉県
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）極力走りたくないスタイル
（6）松戸市
（7）初参加ですが、チームの方の足
を引っ張らないように頑張ります！
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　ミディ = クロリアン

　ヒモになりたい

勝って勝って勝ちまくるぞー！楽しんで楽しんで楽しみまくるぞ～！
さあ、熱い戦いが始まるよ～！

働けども働けども幸せは来ない。こんな生活もう嫌。こうして僕らはヒモになる事を決意した。

（1）清峰優太（2）キヨミネユウタ
（3）広島県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）世界を魅了する熱いプレー
（6）八王子市
（7）広島が産んだ炎の男！最近のマイ
ブームはスムージー。世界中のスムー
ジーを味方につけて勝ちまくります！

（1）古屋航（2）ぼぶ（3）USA
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）Jack Sock
（6）東京、埼玉、千葉、茨城、神奈川
（7）ヒモ共のリーダーです。僕から
養って下さい。よく食べ、よく寝る、
元気な 26 歳♂です。酒の相手もで
きます。

（1）竹田穣太郎
（2）タケダジョウタロウ
（3）茨城県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）フォア大好き
（6）多摩市
（7）社会人になる前に一回金髪にし
てみるか迷ってます

（1）真嶋祥（2）まじましょう
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）Mike Bryan
（6）東京、埼玉、千葉、茨城、神奈川
（7）ジム系ヒモ。体おっきくなった？っ
て聞かれると死ぬほどにやけるヒモ。
キモい。でも確かにいいおっぱい。

（1）山本さくら
（2）ヤマモトサクラ
（3）兵庫県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ファーストサーブが速い
（6）八王子市
（7）ファーストサーブが入らないこ
と、、

（1）井坂彩乃　（2）あやの
（3）神奈川
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）Naomi Osaka
（6）東京、埼玉、千葉、茨城、神奈川
（7）無表情でバッサバッサと敵を切り
捨てて行く系ヒモ。笑顔から不意に飛
ばされる冷たい眼差しがたまらない。

（1）梶凪穂　（2）カジナギホ
（3）埼玉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）パワフルなバック
（6）八王子
（7）テニス！頑張ります！最近あつ
森にどハマりしてます！どうぶつた
ちが愛しすぎて悩んでます！

（1）杖村智子
（2）ツエムラサトコ
（3）石川県
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）必殺技→ガシャりボレー
（6）川崎市、横浜市
（7）コロナ痩せしました！ハッピー！

（1）吉田将人
（2）ヨシダマサト
（3）神奈川県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）謙虚なテニス
（6）八王子市
（7）あっちーなー

（1）関口哲陽　（2）てつよ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）Mansour Bahrami
（6）東京、埼玉、千葉、茨城、神奈川
（7）ずば抜けた変態。滲み出てる変
態感。ザ • オープン変態。たまに爽
やか。変態界のヒモ。

（1）保坂明秀
（2）ホサカアキヒデ
（3）山梨県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）粘りのテニス
（6）八王子市
（7）家でごろごろしてる生活を抜け
出したいです

（1）石塚達也　（2）いしづかたつや
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：片手
（5）Ivo Karlović
（6）東京、埼玉、千葉、茨城、神奈川
（7）見た目が 1 番ヒモ。脱力系ヒモ。
朝からパチンコとか並んでそう。（偏
見）でも実はいいヒモ。

（1）西山萌々香
（2）ニシヤマモモカ
（3）東京都
（4）右利き　F：両手　B：両手
（5）パワープレー
（6）立川市、八王子市
（7）チーム一丸となって勝てるよう
に全力で頑張ります！

（1）横田遥菜
（2）ヨコタハルナ
（3）広島県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ベビーマリオ（A+B ボタン）
（6）東京都、千葉県
（7）ヒモなんて許さない！

（1）吉野直樹
（2）ヨシノナオキ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）さくらちゃんのサポート
（6）八王子市・三鷹市
（7）さくらちゃん

（1）金藤達紀
（2）コンドウ タツキ
（3）神奈川県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）Anastasia Myskina
（6）東京・川崎・横浜
（7）最近はもうすぐ 30 代になる現
実と向き合っています

（1）土方玲音
（2）ヒジカタレオン
（3）千葉県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）オールラウンダー
（6）千葉県
（7）最近アニメを見るのにハマって
ます。

（1）鈴木拓　（2）たく
（3）埼玉県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）Diego Schwartzman
（6）東京、埼玉、千葉、茨城、神奈川
（7）むっつりヒモ。ヒモの上位ラン
カーなれそう。どうやって太るの？と
か言ってくるクソヒモ。黙れガリヒモ。

（1）立石星花
（2）タツイシホノカ
（3）広島県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）なし
（6）八王子市
（7）頑張ります！

（1）行徳由樹（2）ぎょうとくゆき
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）Bob Bryan
（6）東京、埼玉、千葉、茨城、神奈川
（7）1 番ヒモに近い存在。もはやヒ
モ。たまに働いてる。けどほぼヒモ。
ヒモ最高。
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　まきちゃんを許さない 自粛期間にオンライン人狼するために集まったチームです。みんな役職あります。
ちなみに私は占い師です。

（1）鈴木凪
（2）スズキナギ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ウォッチ能力皆無
（6）東京全域
（7）ボクシング始めました。

（1）大内悠輔
（2）オオウチユウスケ（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：片手も両
手も

（5）うるさいテニス（6）葛飾区
（7）なぎさんを男にしたいです。
でもまきちゃんは許しません。（笑）

（１）守屋祐一郎
（２）モリヤユウイチロウ
（３）東京都
（４）右利き　フォア：片手　バック：両
手

（５）試合中口が止まらないタイプ
（６）世界
（７）高学歴、イケメン、ビジネス大好き
マンです。ファーストボレーが入ったら
拍手をお願いします。

（1）門馬南海
（2）モンマミナミ
（3）神奈川
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）サーブ
（6）湘南エリア
（7）なぎちゃんありがとう！体力な
いので試合は短めがいいです。

（1）岩瀬征樹
（2）イワセマサキ
（3）栃木県
（4）左利き　F：片手　B：両手
（5）サーブ＆ボレー
（6）那覇市
（7）最近仕事が 6 ～ 22 時まででぶっ
通しです。どうにかしてください

（1）天沼丈
（2）アマヌマジョウ
（3）東京都
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストリンガー
（6）小金井市
（7）趣すみません、3 色チーズ牛丼
の特盛に温玉付きをお願いします。

（1）山口優紀
（2）ヤマグチユウキ
（3）栃木県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ヒザ神
（6）舎人公園
（7）PCB 優勝！

（1）横山理紗子
（2）ヨコヤマリサコ
（3）神奈川
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）単純なテニスしがち
（6）川崎市
（7）人狼が上手くなりたい！頑張り
ます！

（1）川合遼星
（2）カワイリョウセイ
（3）群馬県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）ストローカー
（6）横浜市
（7）久しぶりの試合なので、1 試合
1 試合を全力で楽しみます！

（1）鈴木陽也
（2）スズキハルヤ
（3）山形県
（4）右利き　F：片手　B：両手
（5）-
（6）都内
（7）前髪が後退している！

（1）森田李瑳子（2）モリタリサコ
（3）茨城県
（4）両利き　F：片手　B：両手
（5）攻撃：守備 =100：0
（6）つくば市
（7）いつ守りのテニスにチェンジす
るべきなのか分かりません。もうラ
ケット振り回すの疲れました。
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■メモ



HAVE A

NICE DAY


