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中国の武漢での一件から 1 年半以上が経ちました。オリンピックは開催されましたが、国体は 2 年連続で中止にな
るなど、新型感染症の影響で現在も様々なスポーツ大会・各種イベントが中止や延期になっています。Chain とし
ては、コロナ禍においても参加して下さる方々がいて、施設の方にコートを貸して頂けるのであれば「開催に向け
て全力で動く」という想いで活動してきました。（今大会は関西では過去最高人数ですが、参加者の人数は関係なく、
開催できる大会は全て実施してきました）
こんなご時世ですから賛否両論あると思いますが、皆さんと一緒に「開催して正解だった」という結果にしていく
しかないと考えています。
今大会の感染症対策は、中には厳しい制約もございます（江坂テニスセンターさんは通常レッスンも行なっており
ます）が、何卒ご協力のほど、よろしくお願い致します。

コロナ禍となり、より貴重となったリアルの場で仲間と一緒に過ごす時間を目一杯楽しんで頂ければ幸いですし、今大会に関わる全ての方
にとって記憶に残る良い想い出になれば嬉しいです。
最後になりましたが、御協賛してくださった各社さま、会場を提供してくださった江坂テニスセンター様、運営スタッフ、そして今回参加
してくださった皆様、本当にありがとうございます！わずかな時間ではありますが、どうぞよろしくお願い致します。

Chain　代表 / 村上大



・館内飲食禁止（クラブハウスは、トイレおよび更衣室使用の時にのみ入場する形でお願い致します）
・インドアコートは選手以外入場不可＆飲食禁止。（他のお客様もおられますので、厳守でお願い致します）
・ゴミは本部前のゴミ箱へ（空き缶・ペットボトル・燃えるゴミに分別）
・駐車場は 4 時間まで無料
・江坂 TC →江坂駅行きの無料シャトルバスは、毎時 00 分・20 分・40 分発。江坂駅発は毎時 7 分・27 分・47 分です。

・受付時に本部で検温を実施しますので、チームで揃って本部にお越し下さい。（未検温の方はアップできません）
  受付時に感染症対策の同意書をお渡ししますので、検温結果等の御記入をお願い致します。
・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
・プレー中以外はマスク着用マナーの徹底と、マスクなしでの大声での応援はお控え頂くようにお願い致します。
・消毒用のアルコールは、各コートおよび、大会本部に設置しております（アロマアルコール）
・こまめな手洗い・うがいでセルフケアください
・大会終了後 2 週間以内に新型感染症の陽性反応が出た場合は、速やかに大会事務局までご報告をお願い致します。

・[ 感染対策等の同意書 ] は 12 時まで に提出をお願いします。

≪会場諸注意≫　館内は原則立入禁止・飲食は厳禁

≪コロナ対策事項≫
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■会場マップ

フロント
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更衣室

トイレ
更衣室

本部①
ブース



■予選ドロー・参加者一覧
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E1
E1

E2

E3

E3
E4

E4 E2

予選リーグ
DリーグとEリーグは、予選1,2位が１位トーナメントへ、予選3位が２位トーナメントへ、予選4位が３位トーナメントへ進みます

結果は上から混D1、混D2、男D1、男D2、女Dの順に記載。

　Aリーグ TEJA さつき野TC オマル 勝敗 得
セット

失
セット

得
ゲーム

失
ゲーム 順位

TEJA - -
0 0- -

弥田橸享、藤田成州、菊地健太郎、石川頌季、佐藤稔、佐藤魁、林大貴、竹村和馬 - -
菊地実穂、大野菜々子、橘彩音、沈清河、吉田安佐、國瀬舞、中谷琴乃、反田茉鈴、金崎琴音 - - 0- -

さつき野TC - -
0 0- -

林正治、寺本典生、田仲優一、北岸赳也、森本隆之、羽田峻也、杉本幹太 - -
林美季、仲西梨紗、木下美和、井上禄子 - - 0- -

オマル - -
0 0- -

丸岩雄治、髙木祐真、岡田全弘、行岡翼、荒堀利喜、薮直希 - -
丸岩彩香、髙木則子、北村萌、林美夏子 - - 0- -

　Bリーグ アウティッシュ 
カモーン＠関西 ビール愛好会 たけピヨ 勝敗 得

セット
失
セット

得
ゲーム

失
ゲーム 順位

アウティッシュカモーン＠関西 - -
0 0- -

高瀬岳理、松本航洋、上田侑生、皆川紘諒、射場涼一、佐藤 友紀、藤井貴信、西川徹哉 - -
田畑真奈美、能任未奈子、溝端真緒、谷村颯貴、尾崎友紀、菊池 碧妃 - - 0- -

ビール愛好会 - -
0 0- -

安住侑樹、譲尾健吾、中田匡亮、浪瀬聡太、南翔太 - -
森環名、廣川真由、北島有澄香、池内鈴奈 - - 0- -

たけピヨ - -
0 0- -

佐藤岳大、高橋洋介、坂根巨都、前田誠治、飯島啓斗 - -
猿渡真央、中島秀歩、小川奏、山田亜希子 - - 0- -

　Cリーグ 翔平の足、 
軽い肉離れ中 ソレイユ イソップ 

海賊団 　 勝敗 得
セット

失
セット

得
ゲーム

失
ゲーム 順位

翔平の足、軽い肉離れ中 - -
0 0- -

酒井優吉、高木翔平、浅香和也、中谷光貴、古谷司、牧野聡 - -
田辺香菜、高田明日香、竹越文佳、塔本のぞみ - - 0- -

ソレイユ - -
0 0- -

秋山郁夫、井野口元司、高垣直史、船寺滋、林健治、岡﨑正哉、増山勉 - -
高垣まり、間庭美恵子、中由紀子、篠原奈緒、浦地季実子 - - 0- -

イソップ海賊団 - -
0 0- -

森川知範、柴藤潤、北畑翼、山本章了、村上弘晃、杉田憲一、中野翔太、國政幸佑 - -
森川奈々、柴藤桃子、北畑奈那子、山本千佳、村上美香、杉田あずさ、田中千愛 - - 0- -

　Dリーグ Fleek ヤマダ 
エンターテイメント ふゆキング なーぼー丸 勝敗 得

セット
失
セット

得
ゲーム

失
ゲーム 順位

Fleek - -
0 0- -

林大地、安田有賢、島康輔、玉腰敬大、松尾魁人、杉原健 - -
黒田佳奈、林彩子、吉冨夢子、高松千晶 - - 0- -

ヤマダエンターテイメント - -
0 0- -

山田尚史、中田圭吾、横山郁、福本大貴、三田村裕晃、徳村陽太 - -
横山れおな、幸田安未、平田真穂、山下結夏、堂本愛子 - - 0- -

ふゆキング - -
0 0- -

木村富将、林賢輔、岩本勇樹、杉森優輝、福本達也、藤原和樹、中西智輝 - -
新井由梨、高橋愛、水間陽子、林幸子 - - 0- -

なーぼー丸 - -
0 0- -

川西達也、河原悠介、鳥居佳生、石川絢介、沖本東樹、江口洋介 - -
西山奈々、山本まどか、岡田羽子、前田友花 - - 0- -

　Eリーグ プラセンタ アザト広平 チーム 
テニスエルボー あらいぐま 勝敗 得

セット
失
セット

得
ゲーム

失
ゲーム 順位

プラセンタ - -
0 0- -

木下竜弥、大山貴成、辻本学、角田博幸、上原伊織、本間春樹、東川将大 - -
観音堂万友、樋口菜穂子、高本愛里 - - 0- -

アザト広平 - -
0 0- -

南和樹、佐藤亨、久留広平、大楽慎太郎、小林理久、藤井裕次 - -
米田尚代、児嶋希和、高原優、白川未来 - - 0- -

チームテニスエルボー - -
0 0- -

五十川大介、伊藤大、古矢智弘、横山直紀、橘高光輝、中村龍暉 - -
井上春佳、三上琴音、中川和美、宮丸千聖 - - 0- -

あらいぐま - -
0 0- -

岩崎和也、新井祥生、伊藤勇貴、伊藤琢也、保々裕亮、佐々木将太郎、諌山航平、山本悠樹 - -
勝田野々花、武田美沙子、松村明香、山口藍 - - 0- -

A2
A3A1

A2A3

B1 B2
B3B1

B2 B3

C1 C2
C3C1

C2 C3

D1
D1

D2

D3

D3
D4

D4D2

A1



■トーナメント・タイムテーブル
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1位トーナメント
優勝 1R ① ② ③ 3位 【　入賞（賞品） 】

１位トーナメント優勝、準優勝、第3位、コンソレ優勝
２位トーナメント優勝、準優勝、コンソレ優勝
３位トーナメント優勝、準優勝、コンソレ優勝

2R ④ ⑥ ⑦
3R ⑤ ⑧ ⑨

⑧ ⑨

⑥ ⑦ ⑥負け ⑦負け

① ② ③
1位 2位 1位 1位 1位 2位 1位

④

⑤

コンソレ 
優勝

2位トーナメント 3位トーナメント
優勝 優勝 1R 1 2

1R 1 2 2R 3 4
2R 3 4 コンソレ 

優勝
3R 5 6 コンソレ 

優勝3R 5 6

6 6

3 2 5 3 2 5

1 4 1 4

D or E 3位 1負け 2負け 3負け
シード敗退時

D or E 4位 1負け 2負け 3負け
シード敗退時

アウトドアコート インドア
クラブハウス側コート 真ん中コート 奥コート

コート番号 11
手前 12 17

手前 18 13
手前 14 19

手前 20 15
手前 16 21

手前 22 1 2 3 コート番号

8:00 8:00

8:20 8:20
D1 D1 D2 D2 A1 B1 C1 C1 E2 E2 E1 E1

8:55 8:55
D1 D1 D2 A1 A1 B1→ C1 C1 ←B1 E2 E1 E1

9:30 9:30
D1 D2 D2 A1 A1 B1 B1 C1 E2 E2 E1

10:05 10:05
D3 D4 D4 A2 A2 B2 B2 C2 C2 E4 E4 E3

10:40 10:40
D3 D4 A2 A2 A2 B2 B2 B2 C2 E4 E4 E3

11:15 11:15
D3 D4 D4 A3 A3 B3 B3 C2 C2 E4 E3

11:50 11:50
D3 D3 A3 A3 A3 B3 B3 B3 C3 C3 E3 E3

12:25 12:25
C3 C3 C3

13:00 13:00
① ① ② ② ③ ③ 1 1 2 2 1 1 2 213:35 13:35
① ① ① ② ③ ③ 1 1 2 2 1 1 2 2

14:10 14:10
⑥ ⑥ ② ② ③ 1 2 1 2

14:45 14:45
⑥ ⑥ ⑦ ⑦ ④ ④ 3 3 4 4 3 3 4

15:20 15:20④ ④ 4 4 4
⑥ ⑦ ⑦ ⑦ 3 3 3 3

15:55 ④ 3 4 4 15:55
⑧ ⑧ ⑨ ⑨ ⑤ ⑤ 3 4

16:30 6 6 5 16:30⑤ ⑤ 4
⑧ ⑧ ⑨ ⑨ 5 6 6 617:05 ⑤ 6 6 5 17:055
⑧ 5 ⑨ 6 6 5

17:40 6 5 5 17:405 5
18:00 18:00



・17 チームを３チームリーグ ×3 リーグ（A 〜 C リーグ）、4 チームリーグ ×2 リーグ（D・E リーグ）に分け、予選リーグを行う。
　順位別トーナメントは、１位トーナメント、２位トーナメント、３位トーナメントに分かれる。
　予選 D リーグおよび E リーグは、それぞれ１位と２位が１位トーナメントへ、３位が２位トーナメントへ、４位が３位トー
ナメントへ進みます。
・女 D×1 本、男 D×2 本、混 D×2 本（計 5 本制）
・3 勝以上したチームの勝利
〔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。原則１人 1 日 1 回（全員重複した場合は 2 回目の重複可）
〔打ち切り〕両チームとも 4 対戦目以上の場合、進行の状況によっては打ち切る可能性有

・対戦毎にオーダー用紙を 1 枚記入し、試合前の整列時に発表して相手と交換→交換後すぐにスタッフが回収
・アップはサーブ 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 /5-5 タイブレーク
・各コートにスコアボードを設置しているので、サイドチェンジごとに更新をお願いします

・各コートのネット横に、そのコートで使用する試合球の入った袋を設置。
・試合はすべて新球を使用。使用したボールは、試合終了後に元の袋に戻す。
・ボールがロストした場合は、２ゲーム以下の場合は新球を出し、３ゲーム以上進行している場合はセットボールを使用下さい
・ボールの入っていたペット、黄色いフタ、缶のフタはスタッフが回収するので袋の中へ入れたままにしてください。

・チーム勝敗数＞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

・勝利したチームが、全 5 試合のスコアを本部に報告

・朝のリーダー集合時に抽選してドロー位置を決定
・抽選は、予選各リーグの一番上に表記されているチームが行う

■試合進行・ルール説明
≪試合進行≫

≪整列・アップ・試合形式≫

≪試合球≫

≪リーグ内での順位決定≫

≪結果報告≫

≪順位別トーナメントのドロー決定≫

4



5

チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）プレースタイル　（５）主なﾃﾆｽ活動ｴﾘｱ　（６）特技 / 趣味 / 今ハマってること等　（７）一言

Aリーグ：TEJA

(1) 竹村和馬
(2) タケムラカズマ
(3) 大阪府
(4) シャンパン一気
(5) 東淀川区小松周辺のコート
(6) 藤田家に薔薇を届けること
(7) 優勝以外の結果は求めてないのでメ
ンバー頑張ってもらいます。

(1) 石川頌季
(2) イシカワノブトシ
(3) 大阪府
(4) フルスイング
(5) 大阪市北区
(6) ゴルフ
(7) やればできる‼︎

(1) 佐藤魁
(2) サトウ　カイ
(3) 大阪府
(4)2 パットで決めること
(5) 大阪
(6) ゴルフ
(7) お金ほしい (*_*)

(1) 菊地実穂
(2) キクチミホ
(3) 奈良県
(4) 何も考えずに打つ
(5) 大阪府
(6) リングフィット
(7) 走って汗かいて痩せます！

(1) 吉田安佐
(2) ヨシダアサ
(3) 兵庫県
(4) ベースライナー
(5) 兵庫県
(6) スムージーはまってます
(7) 健康食はまってます

(1) 中谷琴乃
(2) ナカタニコトノ
(3) 大阪府
(4) オールラウンダー
(5) 日本
(6) ダイエット
(7) 頑張ります！

(1) 弥田橸享
(2) ヤダマサタカ
(3) 大阪府
(4) アウトロー一辺倒
(5) 大阪市
(6) カラオケ
(7) 江坂にジョックロック轟かせます

(1) 菊地健太郎
(2) キクチケンタロウ
(3) 佐賀県
(4) ハードヒット
(5) 京都府　大阪府
(6) ダイエット
(7) 楽しんで勝つ！

(1) 林大貴
(2) ハヤシダイキ
(3) 兵庫県
(4) ボレー
(5) 大阪府
(6) 絶妙にいきること
(7) リーダーについて行きます。

(1) 金崎琴音
(2) カネザキコトネ
(3) 大阪府
(4) 省エネ
(5) 大阪
(6) テニス
(7) 頑張ります！！

(1) 沈清河
(2) シンサヤカ
(3) 高知県
(4) アブノーマルなプレイ
(5) 中国
(6) 縛りプレイ
(7) 誰か持ち帰ります♡

(1) 反田茉鈴 (2) タンダマリン
(3) 大阪府
(4) ハードヒッター
(5) 大阪府大阪市
(6) ケーキとクッキーとミルクレープ作
り
(7) 有名ハードヒッターとして、パワー
プレーでぶち上げていきます。

(1) 藤田成州
(2) フジタシゲクニ
(3) 大阪府
(4) ストローク？
(5) 大阪市
(6) ダイエット
(7) 安心安全の為、全力で取り組みます。

(1) 佐藤稔
(2) サトウジン
(3) 大阪府
(4) 勝負弱い
(5) 日本
(6) ギャンブル
(7) いい転職先教えて下さい。

(1) 國瀬舞
(2) クニセマイ
(3) 大阪府
(4) ストローカー
(5) 神崎江坂くにじま
(6) ネット通販でお買い物
(7) 頑張ります！

(1) 大野菜々子
(2) オオノナナコ
(3) 大阪府
(4) 元カウンター
(5) 大阪
(6) ゴルフ
(7) 声でボール飛ばします。

(1) 橘彩音
(2) タチバナアヤネ
(3) 兵庫県
(4) 省エネ
(5) 大阪
(6) 姪っ子に貢ぐ
(7) ベンチ温めます！
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）プレースタイル　（５）主なﾃﾆｽ活動ｴﾘｱ　（６）特技 / 趣味 / 今ハマってること等　（７）一言

Aリーグ：さつき野TC

Aリーグ：オマル

(1) 林正治
(2) ハヤシショウジ
(3) 大阪府
(4) ガンガン行こうぜ
(5) 大阪府
(6) スプラトゥーン 2
(7) 楽しむ & 勝つ

(1) 森本隆之
(2) モリモトタカユキ
(3) 大阪府
(4) ボレーヤー
(5) 大阪
(6) ドライブ
(7) ゆるーく、楽しく

(1) 仲西梨紗
(2) ナカニシリサ
(3) 大阪府
(4) 省エネテニス
(5) 大阪府
(6) フッ軽極めてます
(7) ほどほどにがんばります。

(1) 丸岩雄治
(2) マルイワユウジ
(3) 大阪府
(4) ストローカー
(5) 大阪
(6) テラスハウス
(7) 河崎、足引っ張るなよ！

(1) 荒堀利喜
(2) アラボリリキ
(3) 大阪府
(4) ボレーしかできません
(5) 地元
(6) できないストロークでのシングルス
(7) 全集中

(1) 髙木則子
(2) タカギノリコ
(3) 兵庫県
(4) 一か八か系
(5) 大阪府兵庫県
(6) 投資
(7)1 ゲーム取れるように頑張ります

(1) 丸岩 彩香
(2) マルイワアヤカ
(3) 大阪府
(4) テニス
(5) いろんなところ
(6) 韓国ドラマ
(7) がんばります！

(1) 北岸赳也 (2) キタギシタケヤ
(3) 滋賀県
(4) サーブで終わらす
(5) サンヒル柏原
(6) テニスしか勝たん。いや、パデルも
あった
(7) 仕事辞めたい、働きたくない。誰か
養って下さい。

(1) 寺本典生
(2) テラモトノリオ
(3) 大阪府
(4) オールラウンダー
(5) 大阪府堺市美原区
(6) キャンプ
(7) 目指せ魅せるプレー

(1) 木下美知
(2) キノシタミサト
(3) 大阪府
(4) シュッ、パッ、ポヨーン
(5) 大阪、堺
(6) 本を読む！！
(7) ボレー頑張るっ！！笑

(1) 藪直希
(2) ヤブナオキ
(3) 岐阜県
(4) サーブ & ストローク
(5) 大阪市
(6) アルティメット、睡眠
(7)17:00 までのシフトでがんばりま
す！

(1) 岡田全弘
(2) オカダマサヒロ
(3) 広島県
(4) 運任せ
(5) 大阪・神戸
(6) 友人の結婚式に参加すること
(7) 怖いです

(1) 北村萌
(2) キタムラモエ
(3) 奈良県
(4) ストローカー
(5) 神戸市
(6) パン作り
(7) サーブ教えてください！！！

(1) 田仲優一
(2) タナカユウイチ
(3) 大阪府
(4) 転げ回る
(5) 大阪府
(6) 読書
(7) 今できる、限界まで楽しもうと思い
ます。

(1) 杉本幹太
(2) スギモトカンタ
(3) 大阪府
(4) ボレーヤー
(5) 大阪府堺市美原区
(6) テニス
(7) 全勝！

(1) 井上禄子
(2) イノウエサチコ
(3) 大阪府
(4) 気まぐれ
(5) 大阪市
(6) 美味しいコンビニアイス探し
(7) 楽しく元気に頑張ります！

(1) 行岡翼
(2) ユキオカツバサ
(3) 和歌山県
(4) カットマン
(5) 和歌山市
(6) ランニング
(7) ダイエット中

(1) 高木祐真
(2) タカギユウマ
(3) 大阪府
(4) パデルプレー
(5) 大阪
(6) パデル
(7) 皆さんテニスよりパデルやりましょ
うー笑

(1) 林美夏子
(2) ハヤシミカコ
(3) 兵庫県
(4) その場任せ
(5) 神戸市
(6) アイスが大好き
(7) いっぱい走ってカロリー消費しま
す！

(1) 林美季 (2) ハヤシミキ
(3) 大阪府
(4) その日の気分♬ *°\ ♪♪ /
(5) 大阪府
(6) フェイシャルエステ、ジェルネイル、
スプる
(7) わちゃわちゃ賑わって、盛り上がり
ましょぉ☆

(1) 羽田峻也
(2) ハダシュンヤ
(3) 大阪府
(4) 攻める
(5) 大阪府堺市美原区
(6) テニス
(7) 楽しむ
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チーム紹介
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）出身地　（４）プレースタイル　（５）主なﾃﾆｽ活動ｴﾘｱ　（６）特技 / 趣味 / 今ハマってること等　（７）一言

Bリーグ：アウティッシュカモーン関西

Bリーグ：ビール愛好会

(1) 射場 涼一
(2) イバ リョウイチ
(3) 兵庫県
(4) 陰
(5) 西宮市
(6) スプラトゥーン 2
(7) 皆様の素晴らしいプレーを見れるの
を楽しみにしています！

(1) 藤井貴信
(2) ふじいたかのぶ
(3) 兵庫県
(4) オールラウンダー
(5) 関西エリア
(6) ビール注ぎ
(7) お手柔らかに。

(1) 高瀬岳理
(2) タカセガクリ
(3) 海外
(4) スーパー台湾スタイル
(5) 名古屋市
(6) 趣味 : 台湾観光案内
(7) レペゼン台湾！！！

(1) 安住侑樹
(2) アズミユウキ
(3) 京都府
(4) 浪費家
(5) 大阪
(6) 総裁選
(7) 高市さん以外でお願いします

(1) 谷村颯貴
(2) タニムラサツキ
(3) 兵庫県
(4) シコラー
(5) 兵庫県
(6) 寝ること
(7) 頑張ります！

(1) 菊池碧妃
(2) キクチタマキ
(3) 兵庫県
(4) ストローカー
(5) 兵庫県
(6) 美味しいものを食べること！
(7) 一生懸命頑張ります！！

(1) 中田匡亮
(2) ナカタキョウスケ
(3) 大阪府
(4) ストローカー？
(5) 大阪府大阪市
(6) 居眠り
(7) 試合会場で一番吠えます！！！！

(1) 森環名 (2) モリカンナ
(3) 京都府
(4) こつこつラリー
(5) 京都、大阪
(6) カフェ巡り全国制覇 ( 現在オフシー
ズン )
(7) 社会人テニスお勉強させて貰いま
す！

(1) 松本航洋
(2) マツモトコウヨウ
(3) 広島県
(4) 球が飛びません
(5) 大阪市
(6) カレー屋めぐり
(7) 誰かラケット買ってください

(1) 皆川紘諒
(2) ミナガワヒロアキ
(3) 愛媛県
(4) バコラー
(5) 大阪府
(6) スノボ、スパイスカレー巡り
(7) 週 3 ラーメン！

(1) 西川徹哉
(2) ニシカワテツヤ
(3) 三重県
(4) ストローカー
(5) 大阪
(6) サウナ、飲み、読書
(7) 楽しみます！！

(1) 尾﨑友紀
(2) オザキユキ
(3) 兵庫県
(4) ストローカー
(5) 京都
(6)Instagram 美味しいもの漁り
(7) コロナで仕事休業のため、バイトで
生活繋いでます。がんばります。

(1) 能任未奈子
(2) ノトミナコ
(3) 石川県
(4) とりあえず来たら返す
(5) 大阪
(6) ホカンス &Netflix 漁り
(7) デッカちゃん脱却中

(1) 南翔太
(2) ミナミショウタ
(3) 石川県
(4) ネットプレー
(5) 大阪府大阪市
(6)apex 、釣り
(7)1 年振りのテニスですが優勝しま
す！全勝します！

(1) 浪瀬聡太
(2) ナミセソウタ
(3) 神奈川県
(4) シコラー
(5) 大阪府
(6)APEX
(7) やるしかねぇ！

(1) 池内鈴奈
(2) イケウチスズナ
(3) 京都府
(4) オールラウンド
(5) 関西
(6) 大食い
(7) 運動するの久しぶりです

(1) 佐藤友紀
(2) サトウユウキ
(3) 広島県
(4) サーブ & ボレー
(5) 白子
(6) 瞑想
(7) 最近流行のインスタグラマーは暴飲
暴食グルメ王です。

(1) 上田侑生
(2) ウエタユウキ
(3) 徳島県
(4) 堅実なドロップボレー
(5) 大阪府
(6) 筋トレ
(7) ドロップボレーで自分のコートに戻
します！！

(1) 田畑真奈美
(2) タバタマナミ
(3) 兵庫県
(4) ボレー頑張ります。
(5) 兵庫、大阪あたり
(6) サッカー観戦
(7) ボレー上手くなりたいです。

(1) 溝端真緒
(2) ミゾバタマオ
(3) 大阪府
(4) 特になし
(5) 大阪府
(6) トレッキング
(7) 頑張ります！

(1) 譲尾建吾
(2) ユズリオケンゴ
(3) 京都府
(4) 動けないシコラー
(5) 東大阪、奈良
(6) ノーアドでダブルフォルト
(7) 安西先生、飲み会がしたいです…

(1) 廣川真由
(2) ヒロカワマユ
(3) 埼玉県
(4) 出来ればボレーだけしてたい笑
(5) 大阪
(6) ハマってるのはワインかも？
(7) チームのみんなテニスとビールどっ
ちが好きなんやろ？笑

(1) 北島有澄香
(2) キタジマアスカ
(3) 富山県
(4) ストローカー
(5) 大阪
(6) ビールを飲みまくること。
(7) 試合後美味しいビールが飲めるよう
がんばりまーす！
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Bリーグ：たけピヨ

Cリーグ：翔平の足、軽い肉離れ中

(1) 佐藤岳大
(2) サトウタケヒロ
(3) 大阪府
(4) ボレー好き
(5) 北摂
(6) 宅飲み
(7) 久々の試合なので楽しみにしてま
す。

(1) 坂根巨都
(2) サカネナオト
(3) 兵庫県
(4) ボレーヤー
(5) 神戸
(6) ゴルフ
(7) やるからにはやるしかない‼︎

(1) 山田亜希子
(2) ヤマダアキコ
(3) 静岡県
(4) 省エネ
(5) 北摂
(6) 辛いものを食べること。
(7) 頑張りまーす

(1) 酒井優吉
(2) サカイマサヨシ
(3) 大阪府
(4) テンバイヤー
(5) 大阪・京都
(6) ラーメンがやめられない
(7) 要らないラケットあればタダで頂き
ますよ。

(1) 高木翔平
(2) タカギショウヘイ
(3) 京都府
(4) ボレーヤー
(5) 京都大阪
(6) ゴルフ、ゲーム (apex)
(7) ダイエット頑張ります

(1) 竹越文佳
(2) タケコシアヤカ
(3) 岐阜県
(4)P-style
(5) 大阪
(6) 読書、釣り、サッカー観戦
(7) 拼命努力

(1) 塔本のぞみ
(2) トウモトノゾミ
(3) 大阪府
(4) ぽっちゃり
(5) 京都府
(6) 運転
(7) 一日一善

(1) 飯島啓斗 (2) イイジマケイト
(3) 長野県
(4) 気合い
(5) 大阪市
(6) 読書・映画鑑賞・スポーツ観戦・ゴ
ルフ
(7) 岳大さんのため、チームのために心
を燃やします

(1) 猿渡真央
(2) エンドマオ
(3) 大阪府
(4) 省エネ
(5) 大阪府
(6)Yogibo
(7) 頑張ります！

(1) 小川奏
(2) オガワカナデ
(3) 兵庫県
(4) ノーマルタイプ
(5) 姫路から大阪まで
(6) 趣味探し中です
(7) 久しぶりのテニス楽しみにしてまし
た！頑張ります☆

(1) 中谷光貴 (2) ナカタニコウキ
(3) 大阪府
(4) サーブ & ボレー
(5) 大阪府
(6)趣味:パデル(最近週に1回以上やっ
てます )
(7) 負けず嫌いなんで頑張ります！

(1) 古谷司
(2) フルタニツカサ
(3) 滋賀県
(4) オールラウンダー
(5) 京都
(6) ゴルフ
(7) しゃす！

(1) 高田明香
(2) タカダアスカ
(3) 大阪府
(4) リターンのみ集中
(5) 大阪
(6) 釣り
(7) 身の程弁える！！！

(1) 高橋洋介
(2) タカハシヨウスケ
(3) 鳥取県
(4) パワフルストローク
(5) アズテニス
(6) なし
(7) 頑張ります。

(1) 前田誠治
(2) マエダセイジ
(3) 大阪府
(4) ダブルファースト
(5) 北摂
(6) すべすべになること！！
(7) たけぴよファイ‼︎‼︎

(1) 中島秀歩
(2) ナカジマヒデホ
(3) 京都府
(4) ウォーキングフォアー
(5) 兵庫
(6) ヒップアップ体操
(7) みんなで楽しんで頑張ります！！

(1) 浅香和也
(2) アサカカズヤ
(3) 大阪府
(4) 左利き
(5) 大阪の南の方
(6) ゴルフ
(7) コロナワクチン頼りにしてます

(1) 牧野聡
(2) マキノサトシ
(3) 京都府
(4) ボレーヤー
(5) 京都府
(6) 読書
(7) 一回は勝ちます。

(1) 田辺香菜
(2) タナベカナ
(3) 奈良県
(4) わいわい系
(5) 大阪市
(6) ゴルフ！
(7) 楽しみます！！！
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Cリーグ：ソレイユ

Cリーグ：イソップ海賊団

(1) 岡﨑正哉
(2) オカザキマサヤ
(3) 大阪府
(4) 右利き、F 片手、B 片手、ボレーヤー
(5) 吹田市。豊中市。
(6) ガーデニング
(7) 頑張ります。

(1) 柴藤潤
(2) シバトウジュン
(3) 大阪府
(4) 監督系
(5) 堺市
(6) パデル
(7) みんなで力を合わせてガンバります
☆

(1) 船寺滋
(2) フナデラシゲル
(3) 兵庫県
(4) ベースラインプレイヤー
(5) 兵庫県宝塚市
(6) 城や寺社巡り
(7) テニスを楽しむ。皆で楽しむ。

(1) 高垣直史
(2) タカガキナオフミ
(3) 大阪府
(4) 冒険者
(5) 豊中市、吹田市
(6) ドラクエウォーク
(7) チャリ通で鍛えた足でがんばりま
す！

(1) 高垣まり
(2) タカガキマリ
(3) 大阪府
(4) チャレンジャー
(5) 大阪府
(6) ミニ盆栽作り
(7) 一生懸命頑張ります

(1) 北畑奈那子
(2) キタハタナナコ
(3) 大阪府
(4) どれもパッとしない
プレイヤー (5) 大阪府大
阪市 (6) メダカ
(7) 最近は寝ても寝ても
疲れが取れません。

(1) 秋山郁夫
(2) アキヤマイクオ
(3) 大阪府
(4) ストローカー
(5) 大阪市吹田市
(6) ゴルフ
(7) 頑張ります！

(1) 森川知範
(2) モリカワトモノリ
(3) 兵庫県
(4) ボレーヤー
(5) 大阪府内
(6)YouTube を見ること
(7) 仲間と一緒に優勝目指して頑張りま
す！！

(1) 井野口元司
(2) イノグチモトジ
(3) 京都府
(4) 特徴なし
(5) 江坂近辺
(6)「鈴木貴男のダブルス講座」を読ん
でいます。
(7)1 勝目指して頑張ります！

(1) 中由紀子
(2) ナカユキコ
(3) 北海道
(4) オールラウンドプレイヤー
(5) 豊中ふれあいコート 服部緑地など
(6) 韓流ドラマ
(7) 久しぶりの試合なので、楽しみたい
です。

(1) 間庭美恵子
(2) マニワミエコ
(3) 兵庫県
(4) 右利き　F 片手　B 両手
(5) 兵庫 & 大阪
(6)BE:FIRST
(7) これ以上のケガをしないぞ！！

(1) 柴藤桃子
(2) シバトウモモコ
(3) 三重県
(4) 我流ダブルハンド
(5) 大阪府
(6) 子守り♡
(7)1 試合だけ頑張りま
す !!

(1) 増山勉
(2) マスヤマ ツトム
(3) 石川県
(4) 速攻
(5) 大阪府豊中市
(6)YouTube
(7) 頑張ります！

(1) 杉田憲一
(2) スギタノリカズ
(3) 大阪府
(4) すとろーかーあ
(5) 大阪　堺市
(6) 納豆食べ比べ！
(7) ペアの気持ちを考えてプレーしま
す！

(1) 林健治
(2) ハヤシケンジ
(3) 大阪府
(4) 右きき。片手バック。
(5) 江坂
(6) インネバンディ。おやじバンド
(7) がんばります！

(1) 篠原奈緒
(2) シノハラナオ
(3) 香川県
(4) ストローカー
(5) 大阪市内
(6) ホットサンドをつくること
(7) シングルスも練習中！

(1) 浦地季実子
(2) ウラジキミコ
(3) 大阪府
(4) ストローク and ロブ
(5) 吹田市
(6) 勿論テニス。あと D I Ｙ
(7) 一球　多く返す！！

(1) 田中千愛
(2) タナカチエ
(3) 大阪府
(4) 速攻
(5) 大阪
(6) 乗馬
(7) 私もベビーシッター
頑張りまーす

(1) 山本千佳
(2) ヤマモトチカ
(3) 京都府
(4) 大人なプレー目指
し中 (5) 大阪 (6) ゴル
フかテニスか K-POP
♪ (7) ママ様テニスで
頑張るぞー！！

(1) 山本章了
(2) ヤマモトショウリョ
ウ
(3) 京都府
(4) フェアウェイキープ
(5) 関西
(6) パター
(7) 年内に 90 切り

(1) 村上美香
(2) ムラカミミカ
(3) 大阪府
(4) お そ ら く ス ト ロ ー
カー
(5) 大阪府
(6)3 分間エクササイズ
(7) 楽しみます♪

(1) 森川奈奈
(2) モリカワナナ
(3) 大阪府
(4) 無理しない
(5) 大阪市
(6) テニス
(7) 頑張ります！

(1) 杉田あずさ
(2) スギタアズサ
(3) 大阪府
(4) ストローカー
(5) 大阪府
(6) 子供とプラレール
(7) 頑張ります！

(1) 村上弘晃
(2) ムラカミヒロアキ
(3) 兵庫県
(4) ボレーヤー
(5) 大阪府
(6) ボレー
(7) 優勝します！！

(1) かーる
(2) カール
(3) 大阪府
(4) うーん、ビミョー
(5) 大阪
(6) 溶接
(7) と り あ え ず ベ ビ ー
シッター頑張る！

(1) 國政幸佑
(2) クニマサコウスケ
(3) 大阪府
(4) 無個性
(5) 大阪府
(6) ハリネズミのいる暮
らし
(7) 頑張ります！

(1) 北畑翼
(2) キタハタツバサ
(3) 大阪府
(4) ボレーヤー
(5) 堺市
(6) 動画編集
(7)1 日 1 動画
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Dリーグ：ヤマダエンターテイメント

(1) 山田尚史
(2) ヤマダナオフミ
(3) 大阪府
(4) ノーマルかアブノーマルか
(5) 大阪府北部
(6) 最近株札という遊びを見つけまし
た。
(7) ダイエットは明日から

(1) 福本大貴
(2) フクモトヒロキ
(3) 岡山県
(4) バコラー
(5) 大阪市
(6) テニスしかない…笑
(7) 全力で楽しみます♪

(1) 平田真穂
(2) ヒラタマホ
(3) 奈良県
(4) ボレーヤー
(5) 大阪
(6) 車の運転
(7) 頑張ります！

(1) 横山れおな
(2) ヨコヤマ　レオナ
(3) 京都府
(4) カットマン
(5) 関西圏
(6) タイカレー
(7) 早起き頑張ります

(1) 中田恵吾 (2) ナカタケイゴ
(3) 兵庫県
(4) 変幻自在
(5) 大阪府
(6)YouTube
(7) チームリーダーを優勝に導けるよう
にチーム一丸となって頑張りたいと思
います！

(1) 三田村裕晃
(2) ミタムラヒロアキ
(3) 兵庫県
(4) バックハンダー
(5) 兵庫県
(6) ビーチテニス
(7) 頑張る

(1) 幸田安未
(2) コウダアミ
(3) 大阪府
(4) 頑張る系
(5) 大阪府
(6) 整体
(7) 全試合なおさんのペアでお願いしま
す！

(1) 堂本愛子
(2) どうもとあいこ
(3) 大阪府
(4) ストローカー
(5) 大阪
(6) ゴルフ
(7) 楽しみまーーす！

(1) 徳村陽太
(2) トクムラヨウタ
(3) 大阪府
(4) 生オンリー
(5) そこらじゅう
(6) おーとふぁじー
(7) なおふみに期待。

(1) 横山郁
(2) ヨコヤマカオル
(3) 大阪府
(4) 太め
(5) 池ノ内町２番
(6) モルック
(7) 個人的には中田さんのお尻に注目し
てます

(1) 山下結夏
(2) ヤマシタユウカ
(3) 大阪府
(4) ストローカー
(5) 大阪府
(6) ショッピング
(7) よろしくお願いします！！

Dリーグ：Fleek
(1) 林大地 (2) ハヤシダイチ
(3) 愛知県 (4) 高い声から繰り出される
エッグボール
(5) 愛知県名古屋市
(6) 朝早く起きておしゃれなメロディを
聴くこと。
(7) 二郎インスパイア系か好きです！テ
ニスも同じくらい好きです !

(1) 安田有賢 (2) ヤスダユウケン
(3) 愛知県 (4) 相手の逆の逆の逆の逆を
ついていくプレー
(5) 愛知県豊川市
(6) 家の近くにあるラーメン屋のチャー
シュー丼
(7) 大阪まで片道 3 時間。何が何でも爪
痕残して全員で優勝狙います。

(1) 林彩子
(2) ハヤシアヤコ
(3) 愛知県
(4) ビックボレイヤー
(5) 愛知県
(6) ユーチュバー
(7) めちゃ頑張ります

(1) 高松千晶
(2) タカマツチアキ
(3) 愛知県
(4) オールラウンダー
(5) 愛知県
(6) ふるさと納税
(7) 楽しみながらがんばります！

(1) 松尾魁人
(2) マツオカイト
(3) 岐阜県
(4) アグレッシブベースライナー
(5) 愛知県
(6) 資産運用についての勉強
(7) 良い子は私のプレーを真似しないで
下さい！

(1) 杉原健
(2) スギハラタケシ
(3) 愛知県
(4) 左利きを活かした不屈の闘志
(5) 愛知県
(6) 特技 : 後輩としての立ち回り
(7) チーム最年少です！先輩たちの靴舐
めます。

(1) 吉冨夢子
(2) ヨシトミユメコ
(3) 愛知県
(4) 癖強め
(5) 愛知県
(6) 韓ドラ
(7) 頑張ります！

(1) 玉腰敬大
(2) タマコシケイタ
(3) 愛知県
(4) なんちゃってボレー
(5) 名古屋
(6) ドライブ
(7) 大地さんやっちゃいますか笑

(1) 島康輔
(2) シマコウスケ
(3) 三重県
(4) どろくさい
(5) 愛知県豊川市
(6) サボテンを育てること
(7) 楽しむぞーー！！

(1) 黒田佳奈
(2) クロダカナ
(3) 愛知県
(4) ビックサーバー
(5) 愛知県
(6) コナン
(7) めっちゃめっちゃ頑張ります



Dリーグ：ふゆキング
(1) 木村富将
(2) キムラフユキ
(3) 大阪府
(4) ただのボレーヤー
(5) 大阪市
(6) 仕事終わりのビール
(7) チェイン参加久しぶりなので楽しみ
ます！

(1) 福本達也
(2) フクモトタツヤ
(3) 大阪府
(4) サーブ & ボレーヤー
(5) 大阪府、京都府
(6) ボレー
(7) お手柔らかにお願いします！

(1) 杉森優輝
(2) スギモリユウキ
(3) 長野県
(4) シコラー
(5) 大阪市
(6) ランニング・読書・アニメ
(7) 燃えていきます！！

(1) 新井由梨
(2) アライユリ
(3) 埼玉県
(4) 粘りのテニス
(5) 大阪
(6) カレーめぐり
(7) いい日にします！

(1) 藤原和樹
(2) フジワラカズキ
(3) 三重県
(4) ボレー
(5) 守口？
(6) 泳げません！
(7) 家にいます！

(1) 中西智輝
(2) ナカニシトモキ
(3) 京都府
(4) 気分屋
(5) 神戸市
(6) 草野球
(7) がんばります

(1) 林幸子
(2) ハヤシサチコ
(3) 大阪府
(4) テクニックない系
(5) 大阪市
(6) せんたんの YouTube
(7) お勉強させていただきます！

(1) 高橋愛
(2) タカハシアイ
(3) 大阪府
(4) ゆるゆる～
(5) 大阪市内
(6) ゴルフ
(7) ゆる～く楽しみます～

(1) 岩本勇樹
(2) イワモトユウキ
(3) 大阪府
(4) 不明
(5) 大阪
(6) 猫と遊ぶ
(7) 頑張ります

(1) 林賢輔
(2) ハヤシケンスケ
(3) 大阪府
(4) ボレーヤー
(5) 大阪府
(6) コーヒー片手に YouTube を観るこ
と。
(7) チーム仲良く頑張ります！

(1) 水間陽子
(2) ミズマヨウコ
(3) 富山県
(4) オールラウンダー
(5) 柴島
(6) 焼肉
(7) 焼肉食べたい。
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Dリーグ：なーぼー丸

(1) 川西達也
(2) カワニシタツヤ
(3) 大阪府
(4) ボレー
(5) 大阪市
(6) 料理
(7) がんばります

(1) 江口洋介
(2) エグチヨウスケ
(3) 大阪府
(4) 変なフォームで打つらしい
(5) 大阪市内
(6) 次乗る車探し
(7) できる限り綺麗なフォームで打って
みたい､､､

(1) 西山奈々
(2) ニシヤマ　ナナ
(3) 愛媛県
(4) ストローカー
(5) 大阪
(6) 釣り
(7) わっしょい‼︎

(1) 岡田羽子
(2) オカダハコ
(3) 大阪府
(4) ストローク
(5) 大阪
(6) ゴロゴロする
(7) 諦めずに走ります！！！

(1) 河原悠介
(2) カワハラユウスケ
(3) 兵庫県
(4) 打つ
(5) 大阪市
(6) テニス
(7) 頑張ります‼︎

(1) 沖本東樹
(2) オキモトハルキ
(3) 愛知県
(4) オールラウンド
(5) 大阪
(6) ゴルフ
(7) とっても頑張ります

(1) 山本まどか
(2) ヤマモトマドカ
(3) 沖縄県
(4) 迷走系
(5) 大阪
(6) 編み物
(7) なんくるならんさ～

(1) 鳥居佳生
(2) トリイヨシタカ
(3) 兵庫県
(4) 打てるだけ打つ
(5) 兵庫県芦屋市
(6) ゲーム
(7)AIM 力で勝負します

(1) 石川絢介
(2) イシカワケンスケ
(3) 神奈川県
(4) フィジカル
(5) 神戸
(6) ルアーフィッシング、キャンプ
(7) ダブルス勉強中

(1) 前田友花
(2) マエダユカ
(3) 富山県
(4) ストローカー
(5) 京都
(6) フットサル・麻雀
(7) がんばります！
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Eリーグ：アザト広平

(1) 米田尚代
(2) ヨネダヒサヨ
(3) 大阪府
(4) ノリと酒
(5) 大阪
(6) 東京リベンジャーズ
(7) 今度こそラスト chain ！！ see you 
again ！！

(1) 大楽慎太郎
(2) ダイラクシンタロウ
(3) 大阪府
(4) オールラウンド
(5) 大阪
(6) ドライブ
(7) 頑張ります。

(1) 藤井裕次
(2) フジイユウジ
(3) 大阪府
(4) チキチキテニス
(5) 大阪　京都
(6) ゴルフ始めました。
(7) 頑張ります！

(1) 白川未来
(2) シラカワミキ
(3) 神奈川県
(4) しばきたがり
(5) くにじま・西宮
(6) アニメを見ながらゲームをする
(7) ひさよの下僕として頑張りまーす　
笑

(1) 南和樹
(2) ミナミカズキ
(3) 大阪府
(4) ノリと勢い
(5) 大阪府 ( 柴島がベスト )
(6) ゲーム (DbD)
(7) 足は引っ張りますが心は折れないよ
うに頑張ります。

(1) 小林理久
(2) コバヤシリク
(3) 東京都
(4) 右手をいかしたプレー
(5) 兵庫、大阪
(6) ラーメン
(7) よろしくお願いします。

(1) 児島希和
(2) コジマキワ
(3) 鳥取県
(4) ゲラ ( ´ ∀｀ )
(5) 兵庫、大阪
(6) ベランダ菜園
(7) 楽しみながら頑張りたいです♪♪

(1) 久留広平
(2) ヒサトメコウヘイ
(3) 大阪府
(4) オールラウンド
(5) 大阪市内
(6) ピアノがちょっとだけ弾けます！
(7) チームに貢献できるように頑張りま
す！！

(1) 佐藤亨
(2) サトウトオル
(3) 千葉県
(4) ラビットパンチ✊
(5) 名古屋
(6) フットサル
(7) リーダーのために頑張ります

(1) 高原優
(2) タカハラユウ
(3) 大阪府
(4) 絶叫系ストローカー
(5) 岸和田市、堺市
(6) 自分磨き
(7) みんなでたのしくわいわいわいと♪

Eリーグ：プラセンタ
(1) 木下竜弥
(2) キノシタタツヤ
(3) 大阪府
(4) 守り重視
(5) 大阪市近辺
(6) ゴルフ
(7) 痩せたい！

(1) 大山貴成
(2) オオヤマタカナリ
(3) 秋田県
(4) ストロークしない
(5) 大阪府
(6) ビールをやめること
(7) 足を引っ張らずひっそりとテニスす
る！

(1) 東川将大
(2) ヒガシカワマサヒロ
(3) 兵庫県
(4) ネットプレイヤー
(5) 兵庫県
(6) 月曜日から土曜日までのカウントダ
ウンを心の中ですること
(7) がんばります

(1) 高本愛里
(2) タカモトアイリ
(3) 香川県
(4) ストローカー
(5) 兵庫県
(6)# 丁寧な暮らし
(7) 最近階段上るだけで息切れしてます
けど頑張ります。

(1) 角田 博幸
(2) カクタ ヒロユキ
(3) 埼玉県
(4) 独り言多め
(5) 大阪
(6) ゴルフ
(7) 若手の足を引っ張らないように頑張
ります。

(1) 上原伊織
(2) ウエハライオリ
(3) 兵庫県
(4) オールラウンド
(5) 兵庫県神戸市
(6) アニメ
(7) 試合後にコート解放して下さい‼︎

(1) 樋口菜穂子
(2) ヒグチナオコ
(3) 京都府
(4) ドライブボレー
(5) 大阪府・兵庫県
(6) サイクリング
(7) 最近自転車をゲットしてごきげんで
す。

(1) 辻本学 (2) ツジモトマナブ
(3) 大阪府
(4) バックがスキデス
(5) 大阪、兵庫、京都
(6) 特技 : 寝る事、趣味 : 食べる事、ハマっ
てる事 : ストレッチ
(7) ヒーヒー言わしてやろうかとオモイ
マス

(1) 本間春樹
(2) ホンマハルキ
(3) 埼玉県
(4) しこらー
(5) 大阪府大阪市東淀川区豊里地区
(6) 読書
(7) スーパーカブ 110 納車しました。

(1) 観音堂万友
(2) カンオンドウマユ
(3) 兵庫県
(4) 筒香嘉智
(5) 兵庫県
(6) バッティング
(7) ホームラン打ちます



Eリーグ：チームテニスエルボー

(1) 五十川大介
(2) イソガワダイスケ
(3) 大阪府
(4) 行き当たりばったりボレー
(5) 岸和田
(6) 嫁と遊戯王でデュエル！
(7) 俺のターン！ドロー！

(1) 中村龍暉
(2) ナカムラリュウキ
(3) 大阪府
(4) ストロークを捨てた男
(5) 大阪全域
(6) 仕事 1 番、ゴルフに釣りに遊びは
10 番
(7) テニスを愛する人全ての天敵

(1) 中川和美
(2) ナカガワカズミ
(3) 大阪府
(4) ボレーしたいねん！
(5) 大阪府、和歌山県
(6) ウクレレ練習中♪
(7) ラーメン食べた～い！

(1) 宮丸千聖
(2) ミヤマルチサト
(3) 京都府
(4) ラリー大好き
(5) 京都府
(6) ドライブ
(7) オムライスが食べたい！

(1) 古矢智弘
(2) フルヤトモヒロ
(3) 大阪府
(4) 右利き、F 右利き、B 両手、器用貧
乏
(5) 大阪市、尼崎市
(6) ドライブ、ウインドウショッピング
(7) 楽しんで勝つ

(1) 伊藤大
(2) イトウダイ
(3) 大阪府
(4) サーブアンドボレー
(5) 南港
(6) 魚を捌く YouTube を見る
(7) ストローク頑張ります

(1) 三上琴音
(2) ミカミコトネ
(3) 兵庫県
(4) 元気いっぱい！
(5) 西宮市
(6) カヌレ作り
(7) 成人式までに痩せたい！

(1) 横山直紀
(2) ヨコヤマナオキ
(3) 三重県
(4) リターナー
(5) 奈良県橿原市
(6) やっぱりテニス！
(7) 肘痛むけど頑張ります！

(1) 橘高光輝
(2) キッタカミツキ
(3) 兵庫県
(4) とにかく走る
(5) 兵庫県西宮市
(6)ONE PIECE クイズ
(7) 自分の部屋の絨毯が代わって嬉しい
です。

(1) 井上春佳
(2) イノウエハルカ
(3) 兵庫県
(4) チャンボを全力でミスります！
(5) 兵庫県　大阪府
(6) 他人の宅飲み
(7) チームの足を引っ張らないように頑
張ります！
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Eリーグ：あらいぐま

(1) 岩崎和也 (2) イワサキカズヤ
(3) 大阪府
(4) 現場監督
(5) 和歌山から大阪です！
(6) オーダー発表
(7)1 日も早い新型コロナウイルスの終
息と皆様のご健康をお祈り申し上げま
す。

(1) 伊藤琢也
(2) イトウタクヤ
(3) 愛知県
(4) 声の大きさでごまかす
(5) 大阪市内
(6) メンズノンノモデルと Apex
(7) 皆でテニスもパデルも Apex やりま
しょう！

(1) 佐々木将太郎
(2) ササキショウタロウ
(3) 和歌山県
(4) おーるらうんだー
(5) 和歌山県和歌山市
(6) ヴァイオリン
(7) 試合に勝てたらいいなー

(1) 山口藍
(2) ヤマグチアイ
(3) 大阪府
(4) ストローカー
(5) 大阪府
(6) 釣り、ゴルフ
(7) 全力で頑張ります !!

(1) 保々裕亮
(2) ホボユウスケ
(3) 大阪府
(4) メッタ打ち
(5) 大阪の北側
(6)YouTube・パデル
(7) 頑張るしかない

(1) 諌山航平
(2) イサヤマコウヘイ
(3) 滋賀県
(4) できるだけ動かない！
(5) 普段テニスしてません！
(6) ピンポン押す事
(7) 空振りしやんように頑張ります！

(1) 新井熊祥生 (2) アライグマサチオ
(3) 大阪府
(4) 右足ショルダーターン
(5) 南港東 1-2-7
(6) チームセブンの曲芸プレーを見るこ
と
(7) 右足と同時にラケット立てながらテ
イクバックします。

(1) 勝田野々花
(2) カツダノノカ
(3) 大阪府
(4) 困ったらロブ
(5) 大阪市内
(6) 毎日キムチを食べること。
(7) 久しぶりの団体戦楽しみたいと思い
ますー！

(1) 伊藤勇貴 (2) イトウユウキ
(3) 愛知県
(4) サーブ成長シマシタ
(5) 大阪市東淀川区
(6) カラオケ　モノマネ　読書　格闘技
(7) とにかく、とにかく盛り上げます。
大会全体の雰囲気をガラッと変える事
になると思うのでお覚悟を。

(1) 山本悠樹
(2) ヤマモトユウキ
(3) 京都府
(4) オールラウンダー
(5) 京都市、宇治市
(6) カフェ、グルメ巡り
(7) 社会人なっても現役！精一杯頑張り
ます！

(1) 松村明香
(2) マツムラハルカ
(3) 京都府
(4) 平凡
(5) 京都、滋賀
(6) 登山初心者
(7) 楽しく頑張ります！

(1) 武田美沙子
(2) タケダミサコ
(3) 大阪府
(4) ゆるてに
(5) 大阪市
(6) アニメ　駄菓子
(7) たのしみます！
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●今大会は、新型コロナウイルス対策を可能な範囲で実施致します。参加者の皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●発表している大会要項の内容は、天候などやむを得ない理由により変更となる場合があります。
●大会出場中の映像・記事・記録などの新聞・雑誌・インターネット・その他への掲載権は主催者に帰属します。
●動画撮影を行う場合は、主催者および対戦相手に必ず確認・同意をとってください。
●今大会に関するご質問、個人情報の照会・訂正・削除に関するお問合せ先 

Chain事務局　LINEID：@Chain-tennis
info@win-win-tennis.com

【主　催】Chain
【協　賛】募集中
【日　時】2021/11/20(土)・11/21(日)  両日受付8:30、試合開始9:00
【会　場】ブルボンビーンズドーム（三木総合防災公園室内テニス場）
【住　所】〒673-0515 兵庫県三木市志染町三津田 1708
【形　式】6ゲーム先取 / ノーアド / 5-5タイブレーク
【締　切】10月21日。または定員に達した場合

～エントリーの流れ～
①公式サイトの本大会ページのエントリーフォームからお申込
②チーム名・メンバー・戦績の送付(～10月31日）
③大会パンフレット用プロフィール送付（締切後にご案内）　http://win-win-tennis.com/archives/8907

大会ページのURLとQRコード

クロスオーバーカップ
～世代を超えた団体戦～

一般
女D

一般
男D

壮年
女D

壮年
男D

一般•壮年

混D

1チーム計10名(一般・壮年男女各２～3名で構成）
　最低人数8名(一般男女各2名・壮年男女各2名)
　※8名の場合、一般・壮年各1名ずつ重複出場
　※8名以上の登録は、何名でも可
予選リーグ後、順位別トーナメント
４対戦目から勝敗が着いた時点で打切有
参加費40,000円/チーム

1Day 開催（11/20) 1Day 開催（11/21)

止むを得ず重複出場となる場合、特殊ルールを適用→一番良いスコアで勝利した試合を0-6扱いとする

全チーム3試合以上
16
チー
ム

定員

▶壮年　45歳以上（1977年4月1日以前生）
▶一般　年齢制限なし

24
チー
ム

定員

1チーム6名以上（重複不可）
3チームの予選リーグ
→各順位別トーナメント
　４対戦目から勝敗が着いた時点で打切有　基本1面進行
参加費　26,400円/チーム
※1位トーナメント進出チームの登録メンバーは全員、
   ・Chain Cup Men’s Team competition
   ・Chain Cup Men’s Ⅲ-player battle
   ・Chain Cup Mixed Team competition
の、final tournamentに出場する権利を獲得
※3位トーナメント進出チームの登録メンバーは全員、
　Challenge matchに出場する権利を獲得

★

★

全チーム3試合以上
オープンクラス

一般
男D

一般
男D

一般
男D

Team competition
Men’s 6

センターコートでプロイベント・ジュニアイベント等の実施を調整中。
内容が確定し次第、エントリーチームに案内＆大会ページにアップいたします。
お子様連れでの参加も大歓迎ですので、ぜひ会場に遊びに来て下さい。

エントリー開始 9 月 15 日～

Chain Cup 
Hyogo Festival

公式サイトは「Chain-tennis」

Chain Cupの模様は
「Chain-tennis」
チャンネルで配信予定

インドア 9面
9~21 時貸切
雨の心配無用 !!
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●今大会は、新型コロナウイルス対策を可能な範囲で実施致します。参加者の皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●発表している大会要項の内容は、天候などやむを得ない理由により変更となる場合があります。
●大会出場中の映像・記事・記録などの新聞・雑誌・インターネット・その他への掲載権は主催者に帰属します。
●Chain事務局以外に試合の動画撮影を行う場合は、ネットに公開有無は関係なく、主催者と対戦相手に必ず確認・同意をとってください。
●今大会に関するご質問、個人情報の照会・訂正・削除に関するお問合せ先 

Chain事務局　LINEID：@Chain-tennis
info@win-win-tennis.com

【主　催】Chain
【協　賛】モリタスポーツ・サービス株式会社/ウェルネススタジオ靱/GAORA他
【日　時】2021年11月27日(土)～28日(日)  受付8:30、試合開始9:00
【会　場】ITC靭テニスセンター（アウトドアハードコート初日6面、2日目13面予定）
【住　所】〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町２丁目１-１４
【形　式】6ゲーム先取 / ノーアド / 5-5タイブレーク
【締　切】10月31日。または定員に達した場合

①公式サイトの本大会ページのエントリーフォームからお申込
②チーム名・メンバー・戦績の送付(～10月31日）
③大会パンフレット用プロフィール送付（締切後にご案内）　http://win-win-tennis.com/archives/8904

大会ページのURLとQRコード

Team competition
Ladies' 4 一般

女D
一般
女D

オープンクラス
1チーム計4名以上(重複不可）
予選リーグ：団体1-1時の決着戦なし
順位別トーナメント：1-1時、ペア変え決着7ptタ
イブレークで勝敗決定
※4対戦目以降は、団体の勝敗決定後打切
参加費　14,000円/チーム

※1位トーナメント進出チームの登録メンバーは全員、
・Chain Cup Mixed Team competition
のfinal tournamentに出場する権利を獲得
4位トーナメントのチームはChallenge match
に出場する権利を獲得

2Day 開催（11/27-28) 1Day 開催（11/28)

止むを得ず重複出場となる場合、特殊ルールを適用→一番良いスコアで勝利した試合を0-6扱いとする

全チーム3試合以上予定

16
チー
ム

定員16
チー
ム

定員

Team competition
Men’s 5 一般

男D
一般
男D

一般
男S

オープンクラス
1チーム5名以上（重複不可）
初日と2日目でメンバー変更可
初日　予選リーグ／2日目　順位別トーナメント
※同日4対戦目以降は団体の勝敗決定後打切
参加費　30,000円/チーム

※1位トーナメント進出チームの登録メンバーは全員、
・Chain Cup Men’s Team competition
・Chain Cup Men’s Ⅲ-player battle
・Chain Cup Mixed Team competition
のfinal tournamentに出場する権利を獲得
4位トーナメントのチームはChallenge match
に出場する権利を獲得

★ ★

★

全チーム両日3試合予定

エントリー開始 9 月 15 日～

Chain Cup 
Utsubo Festival

公式サイトは「Chain-tennis」

Chain Cupの模様は
「Chain-tennis」
チャンネルで配信中

センターコートでのプロイベントや各種イベント企画を実施すべく、調整中です。確定し次第、　
Chain 公式サイトの大会ページにアップするとともに、エントリーチームにご連絡いたします。

参加賞の焼き芋→
（28日にお渡し）
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●今大会は、新型コロナウイルス対策を可能な範囲で実施致します。参加者の皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●発表している大会要項の内容は、天候などやむを得ない理由により変更となる場合があります。
●大会出場中の映像・記事・記録などの新聞・雑誌・インターネット・その他への掲載権は主催者に帰属します。
●動画撮影を行う場合は、主催者および対戦相手に必ず確認・同意をとってください。
●今大会に関するご質問、個人情報の照会・訂正・削除に関するお問合せ先 

Chain事務局　LINEID：@Chain-tennis
info@win-win-tennis.com

【主　催】Chain、ヨネックス株式会社
【後　援】ラケットワールドラビット
【協　賛】募集中
【日　時】2021年12月4日(土)  受付8:10-8:30/試合開始9:00
【会　場】高松市亀水(たるみ)運動センター（砂入り人工芝8面）
【住　所】〒761-8001　香川県高松市亀水町458番地1
【締　切】11月4日、または定員に達した場合

～エントリーの流れ～
①公式サイトの本大会ページのエントリーフォームからお申込
②チーム名・メンバー・戦績の送付(～11月4日）
③大会パンフレット用プロフィール送付（締切後にご案内）　http://win-win-tennis.com/archives/8946

大会ページのURLとQRコード

藤原里華プロのイベント概要は大会ページに更新予定
参加御希望の方は大会事務局までお問い合わせ下さい

YONEX 契約藤原里華プロ
イベント開催！

止むを得ず重複出場となる場合、特殊ルールを適用
→一番良いスコアで勝利した試合を0-6扱いとする

▶今大会の参加者向けイベント
▶参加者以外の方も参加できるイベント
どちらも実施予定です！ぜひ会場に遊びに来てくださいね！

・1981年 9月 19日生まれ
・神奈川県藤沢市出身　湘南工科大附属高校卒
・1999年 5月プロ転向　2020年 3月現役引退

日本代表年数歴代２位（１１年 )
代表通算勝利歴代３位タイ（２３勝 )
全仏ベスト４・全豪ベスト８(複 )
四大大会全てに本戦出場 (単 )

２０年間のプロ生活を通して世界最高峰で戦い
続けた日本女子テニス界の功労者

■自己最高世界ランキング
シングルス　８４位
ダブルス　　１３位

■趣味
音楽鑑賞、映画鑑賞、カラオケ

■特技
料理・お菓子づくり・語学（英語・中国語）

12
チー
ム

定員

1チーム6名以上（重複不可）
　予選リーグ（3チーム）
　順位別トーナメント
　6ゲーム先取 / ノーアド / 5-5タイブレーク
参加費　18,000円/チーム
試合球　YONEX TOUR PLATINUM（全試合新球）

※1位トーナメント進出チームの登録メンバーは全員、
   ・Chain Cup Men’s Team competition
   ・Chain Cup Men’s Ⅲ-player battle
の、final tournament(12月開催)に出場する権利を獲得
※3位トーナメント進出チームの登録メンバーは全員、
　Challenge match(12月開催)に出場する権利を獲得
詳しくはChain公式サイトをご覧下さい

★

★

最低3試合予定
オープンクラス

一般
男D

一般
混D

一般
女D

混合団体戦

エントリー開始 9 月 15 日～

ChainCup 初の四国開催！ Chain Cup 
YONEX Festival

公式サイトは「Chain-tennis」

Chain Cupの模様は
「Chain-tennis」
チャンネルで配信予定
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●今大会は、新型コロナウイルス対策を可能な範囲で実施致します。参加者の皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●発表している大会要項の内容は、天候などやむを得ない理由により変更となる場合があります。
●大会出場中の映像・記事・記録などの新聞・雑誌・インターネット・その他への掲載権は主催者に帰属します。
●Chain事務局以外に試合の動画撮影を行う場合は、ネットに公開有無は関係なく、主催者と対戦相手に必ず確認・同意をとってください。
●今大会に関するご質問、個人情報の照会・訂正・削除に関するお問合せ先 

Chain事務局　LINEID：@Chain-tennis
info@win-win-tennis.com

【主　催】Chain
【協　賛】モリタスポーツ・サービス株式会社/ウェルネススタジオ靱/GAORA他
【日　時】2021年12月30日(木)  受付8:30、試合開始9:00
【会　場】ITC靭テニスセンター（アウトドアハードコート11面）
【住　所】〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町２丁目１-１４
【形　式】6ゲーム先取 / ノーアド / 5-5タイブレーク
【締　切】11月30日。または定員に達した場合

①公式サイトの本大会ページのエントリーフォームからお申込
②チーム名・メンバー・戦績の送付(～11月30日）
③大会パンフレット用プロフィール送付（締切後にご案内）　http://win-win-tennis.com/archives/8956

大会ページのURLとQRコード

中級クラス
受付12:00
予選リーグ→順位別トーナメント
参加費　7,000円/ペア

※インカレ経験有・元体育会・コーチ経験ある方はご遠慮下さい
※団体戦とのダブルエントリーは基本的に不可ですが、
　団体戦が重複出場せずに済むのであれば可とします。
　エントリー時にダブルエントリーと伝えて下さい。

止むを得ず重複出場となる場合、特殊ルールを適用→一番良いスコアで勝利した試合を0-6扱いとする

6ペ
ア

定員

中級
混D 3試合以上予定

※優勝チームのメンバーは全員、
次回のChain Cup Mixed Team competitionの
final tournamentに出場する権利を獲得
全体の下位2チームは2022年のChallenge match
に出場する権利を獲得

16
チー
ム

定員

オープンミックス団体戦 ミックス個人戦

オープンクラス
1チーム男女各3名、計6名以上（重複不可）
予選リーグ→順位別トーナメント
参加費　24,600円/チーム

★

★

全チーム3試合以上予定
定員時は全チーム5試合

一般
混D

一般
混D

一般
混D

※進行状況によっては、勝敗決定時の打切や、
　コンソレの試合形式を変更する可能性あります

エントリー開始 10 月 1日～

Chain Cup 
Mixed doubles Festival

公式サイトは「Chain-tennis」

Chain Cupの模様は
「Chain-tennis」
チャンネルで配信中
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●今大会は、新型コロナウイルス対策を可能な範囲で実施致します。参加者の皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●発表している大会要項の内容は、天候などやむを得ない理由により変更となる場合があります。
●大会出場中の映像・記事・記録などの新聞・雑誌・インターネット・その他への掲載権は主催者に帰属します。
●Chain事務局以外に試合の動画撮影を行う場合は、ネットに公開有無は関係なく、主催者と対戦相手に必ず確認・同意をとってください。
●今大会に関するご質問、個人情報の照会・訂正・削除に関するお問合せ先 

Chain事務局　LINEID：@Chain-tennis
info@win-win-tennis.com

【主　催】Chain
【協　賛】モリタスポーツ・サービス株式会社/ウェルネススタジオ靱/GAORA他
【日　時】2021年12月31日(金)  受付8:30、試合開始9:00
【会　場】ITC靭テニスセンター（アウトドアハードコート全面貸切）
【住　所】〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町２丁目１-１４
【形　式】6ゲーム先取 / ノーアド / 5-5タイブレーク
【締　切】11月30日。または定員に達した場合

①公式サイトの本大会ページのエントリーフォームからお申込
②チーム名・メンバー・戦績の送付(～11月30日）
③大会パンフレット用プロフィール送付（締切後にご案内）　http://win-win-tennis.com/archives/8956

大会ページのURLとQRコード

参加資格　1992年4月2日以降生
オープンクラス
予選リーグ→順位別トーナメント
参加費　8,200円/ペア

ドローによって受付時間が変わりますので、
締切後、個別にご連絡させて頂きます。

止むを得ず重複出場となる場合、特殊ルールを適用→一番良いスコアで勝利した試合を0-6扱いとする

全ペア3試合
以上予定

24
ペア

定員

Under30
男D

※優勝チームのメンバーは全員、次回の
Chain Cup Men’s III@player battle
Chain Cup Men’s Team competition
のfinal tournamentに出場する権利を獲得
下位2チームは、上記大会の次回Challenge match
に出場する権利を獲得（詳細は公式サイトにて）

16
チー
ム

定員

Over30 男子団体戦 Under30 男子個人戦

参加資格　1992年4月1日以前生
登録　1チーム男性6名以上（重複不可）
予選リーグ→順位別トーナメント
参加費　24,600円/チーム

★

★

全チーム
3試合以上予定

Over30
男D

Over30
男D

Over30
男D

プロ選手の登録は
1名まで可

→増額の場合は随時発表。

エントリー開始 10 月 1日～

Chain Cup 
Men’s Tennis Festival

公式サイトは「Chain-tennis」

Chain Cupの模様は
「Chain-tennis」
チャンネルで配信中

大晦日のこのChain Cup だけは、毎年賞金大会として開催しております。

団体戦は、優勝賞金６万円（以上は確約！）

個人戦は、優勝賞金 2万円（以上は確約！）

皆さまの参戦、心よりお待ちしております！！
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Chain Cup 西宮大会一覧
＠西宮テニスクラブ（兵庫県西宮市塩瀬町生瀬1137-127） 

・西宮テニスクラブは、宝塚駅から車で10分、ハードコート3面、駐車場30台、ロッカー＆シャワールーム完備、バリアフリー対応、壁打ち有

・大会開催の有無は1週間前に判断し、中止の際は代表者に連絡します。（エントリー費は当日会場でお支払い下さい）

・定員6-8チーム。最低３試合以上。ダンロップセントジェームス使用。基本の試合形式は６ゲーム先取ノーアド5-5タイブレーク。

・メンバー登録は何名でも可。重複出場は認めません。

・お申し込みはテニスベア（https://www.tennisbear.net/user/23409/organized-event）からお願いします→→→→→

日程 大会名 団体戦種目 受付時間 試合開始 エントリー費 締切 備考

9月5日(日) Men’s team competition⑤ 男S×男S×男D 11時40分 12時00分 19,800円 8月29日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません

9月11日(土) Men’s III-player battle④ 男S×男D 8時40分 9時00分 13,000円 9月4日(土)
同種目で過去優勝された方は出場できません

9月18日(土) Mixed team competition③ 混D×女D×男D 8時40分 9時00分 24,600円 9月11日(土)
同種目で過去優勝された方は出場できません 
2本制の混合団体優勝された方は参加可

9月26日(日) 45歳以上混合団体戦 男D×女D 8時40分 9時00分 16,400円 9月19日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません 
3本制の混合団体優勝された方は参加可

10月3日(日) Men’s team competition⑥ 男S×男S×男D 11時40分 12時00分 19,800円 9月26日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません

10月10日(日) Mixed team competition④ 男D×女D 11時40分 12時00分 16,400円 10月3日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません 
3本制の混合団体優勝された方は参加可

10月17日(日) Men’s III-player battle⑤ 男S×男D 11時40分 12時00分 13,000円 10月10日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません

10月24日(日) Mixed team competition④ 混D×女D×男D 11時40分 12時00分 24,600円 10月17日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません 
2本制の混合団体優勝された方は参加可

10月31日(日) Men’s team competition⑦ 男S×男S×男D 11時40分 12時00分 19,800円 10月24日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません

11月7日(日) Mixed team competition④ 混D×混D 11時40分 12時00分 16,400円 10月31日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません 
3本制の混合団体優勝された方は参加可

11月14日(日) Men’s III-player battle⑥ 男S×男D 11時40分 12時00分 13,000円 11月7日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません

11月21日(日) Mixed team competition⑤ 混D×混D×混D 11時40分 12時00分 24,600円 11月14日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません 
2本制の混合団体優勝された方は参加可

11月28日(日) Men’s team competition⑧ 男S×男S×男D 11時40分 12時00分 19,800円 11月21日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません

12月5日(日) Men’s III-player battle⑦ 男S×男D 11時40分 12時00分 13,000円 11月28日(日)
同種目で過去優勝された方は出場できません

12月11日(土)
Mixed team competition 
Final tournament

混D×混D 
男D×女D

8時40分 9時00分 16,400円 11月27日(土)
同種目（混D×混Dか男D×女D団体）の過去大会
で、優勝された方対象。

12月12日(日)
Men’s team competition 
Challenge match ・Final 

tournament

男S×男S×男D 8時40分 9時00分 19,800円 11月28日(日) 会場は江坂TC

12月18日(土)
Mixed team competition 
Challenge match ・Final 

tournament

混D×混D×混D 
混D×女D×男D

8時40分 9時00分 24,600円 12月4日(土) 会場は江坂TC

12月19日(日)
Men’s III-player battle 
Final tournament

男S×男D 8時40分 9時00分 13,000円 12月5日(日) 同種目の過去大会で、優勝された方対象。

12月19日(日)
Men’s III-player battle 
Challenge match

男S×男D 14時40分 15時00分 13,000円 12月5日(日)
同種目の過去大会で、1度でも下位2チームを経
験された方対象。開始時間を変更する可能性有

12月26日(日)
Mixed team competition 

Challenge match
混D×混D 
男D×女D

11時40分 12時00分 16,400円 12月12日(日)
同種目の過去大会で、1度でも下位2チームを経
験された方対象
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HAVE A

NICE DAY

Chain Cup Men’ s team competition
男子 4人団体（男 S×男 S×男D）

Chain Cup III-player battle
男子 3人団体（男 S×男D）

Chain Cup Mixed team competition
混合 6人団体（女D×男D×混D/ 混 D×3）

Chain Cup Mixed team competition
混合 4人団体（女D×男D/ 混 D×2）

※各大会の下位 2チーム経験者対象です

 Chain Cup
Challenge match

 Final tournament および Challenge match にエントリーする際のメンバーは、参加権を持つメン
バーであれば予選時と変更可能。10月 1日受付開始。参加権をお持ちの方はぜひ参戦くださいね！

12月 12日 ( 日 )
江坂テニスセンター

12月 19日 ( 日 )
西宮テニスクラブ

12月 26日 ( 日 )
西宮テニスクラブ

12月 11 日 ( 土 )
西宮テニスクラブ

12月 19日 ( 日 )
西宮テニスクラブ

12月 12日 ( 日 )
江坂テニスセンター

12月 18日 ( 土 )
江坂テニスセンター

12月 18日 ( 土 )
江坂テニスセンター

※各大会の優勝メンバーが参加できます
（主催者推薦チームが参加する可能性も）

 Chain Cup
Final tournament予選大会（主に西宮テニスクラブで開催）

卒業制度：優勝すると、同じ項目の予選大会には、2021 年は出場NG。

コンセプトは「オトナのインターハイ」

【Chain Cup~compact~】 参加者 100名以上の大会が多いChainCup ですが、この形式に関して
はコンパクトに開催する予選と本戦（＝決勝大会）形式で実施。参加す
る皆さまが、さらにテニスに対して情熱を注げる大会にしていきます。
（詳細は以下をご覧下さい）

Chain 公式サイト
http://win-win-tennis.com

公式 YouTube チャンネル
https://youtube.com/c/ChainTennis777

Facebook・Instagram・Twitter
「Chain-tennis」で検索して下さい。


