
2日目、何位トーナ
メントでしたか？

年齢は？ 今大会の満足度を
数値で表現（%）

参加費は適正でした
か？

大会中、最も印象に残った出来事
（試合orそれ以外の部分でも）

運営および運営スタッフについて 大会パンフレットについて ホテルについて（ご
宿泊された方）

やってほしい企画等あ
りましたら（任意）

なにか一言

1・2位トーナメント 30～34
歳

90 少し高い レベルが高かったこと。。 朝から晩まで、本当に進行等に奔
走いただきありがとうございまし
た！

チーム色が出ていて面白かっ
た

次も参加したいです！

3・4位トーナメント 30～34
歳

100 値段以上の価値があ
った

レベル違いでしたが上手い人とテ
ニスできて良かったです

皆さんとっても丁寧でありがたか
ったです。ちゃんと事前情報を説
明してくれ、人当たりが皆様素晴
らしかったです。レベルあげてま
た参加したいです。

パンフレットとLINEでも情報
がありよかったです

3・4位トーナメント 35～39
歳

50 適正 ドールのジュースを凍らしたもの
が想像以上に美味しかった。

丁寧で優しくて励みになりまし
た。ありがとうございます。

特にありません。 ありがとうございました。

1・2位トーナメント 20～24
歳

100 少し高い 現役並みに緊張感のある試合がで
きた事、また、応援できたこと。

コロナ禍で開催が難しい中、二日
間にわたってありがとうございま
した。

特にありません。 次回は優勝目指します！

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 適正 毎年スムージーが楽しみです。 手際良くスムーズな運営ありがとう
ございました！

見てて楽しいです。笑 また来年以降もよろしくお願いします！

1・2位トーナメント 25～29
歳

90 適正 チームのうちの一人が、２日間す
べての試合勝利したこと。

空きコートが出るとフレキシブル
に試合を入れてくださっていたの
で、とても進行がスムーズだと感じ
た。

チーム毎に個性があってよか
った

コロナ禍での運営、おつかれさまでし
た！とても楽しかったです！ありがとう
ございました。

1・2位トーナメント 25～29
歳

60 高い 急な指示が多かった 運営するにあたり、もう少し余裕
を待ってやっていただけるとあり
がたいです。

紙媒体でのパンフレットはい
らない

ありがとうございました！ 
値段が高い割に、入賞者への賞品が見合
ってなかった気がします。 

1・2位トーナメント 20～24
歳

100 適正 団体戦ならではの盛り上がり！ 紳士に対応してくださった 見やすかった 熱中症対策用の場所を作って欲しかった
です

1・2位トーナメント 20～24
歳

100 少し高い 参加者が多い分、他チームで出て
いた懐かしい友人とたくさん会え
て嬉しかったです！

オンタイムで試合進行させるべく
たくさん動き回ってくださりあり
がとうございました！

各チームのメンバー紹介が見
ていて面白かったです！

初めましての方とたくさん繋がれてテニ
スの素晴らしさを感じました！ 
また参加したいです！

1・2位トーナメント 30～34
歳

80 適正 １面展開なのでずっと応援ができ
ること

人数が多くすぐ声がかけられてス
ムーズでした。

電子冊子にして、紙冊子は1
チームで2部とかで良いと思
う。

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 高い マスクをしない人が多い スタッフの方々がスムーズに進行す
るように常に目を配ってくださっ
ていたと感じた

チームに一冊、もしくは電子
で紙の発行は次回以降なしで
良いと思います。ペーパーレ
ス。経費削減。

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 適正 スタッフの運営力(スムーズな試合
進行)

とてもスムーズな試合進行で助かり
ました。

見やすくてとてもよかった！ 暑い中ありがとうございました！ 
またお願いします！

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 値段以上の価値があ
った

体調不良者などに対しての配慮が
しっかりしていた

コートの回し方もスムーズでよかっ
た

みやすくてよかった ありがとうございました。またお願い致
します。

1・2位トーナメント 20～24
歳

95 少し高い チームメンバーの強さ しっかり時間通りに運営していた
だいて、ありがとうございまし
た。

特にないです。 暑い中本当にお疲れさまでした！

1・2位トーナメント 25～29
歳

90 適正 試合 頑張っていました！（上からでは
ありません）

カラーで見やすかった 開催から運営にあたり本当にありがとう
ございました！とっても楽しかったで
す！また出たいです！

1・2位トーナメント 20～24
歳

80 適正 レベルの高さ 特になし 斬新でおもしろかった。

1・2位トーナメント 20～24
歳

100 適正 40-40が多くて、スリルがあったこ
と

暑い中ありがとうございました！ しっかりしたものでビックリ
しました。

また出たいと思いました！ありがとうご
ざいました！

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 適正 参加者のレベルの高さ 献身的な運営ありがとうございま
した！

手がこんでいてすごいです

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 値段以上の価値があ
った

大会関係者の動き。 暑い中、ありがとうございまし
た。

しっかりしすぎていて、感動
しました。

ありがとうございました。

1・2位トーナメント 20～24
歳

100 値段以上の価値があ
った

自分が3連敗してチームに迷惑をか
けたが、最後の試合で勝った時に
チームの皆さんが喜んでくれたこ
と。

大規模なイベント、そして暑い中、
参加者を第一に考えて試合進行をし
ていただいた。

問題なし。 引き続きこの大会を続けてほしいです。
社会人でも学生の頃のように熱くなれる
ような大会でした。運営の皆様お疲れ様
でございました。

3・4位トーナメント 35～39
歳

100 値段以上の価値があ
った

今回初の混合含めた団体戦でした
が、とにかくレベルの高さに圧倒
されたところです

とても効率的かつホスピタリティ
の高い皆様に運営いただけ、気持
ちよく2日間楽しませていただけま
した！ありがとうございました！

こういったものを作っていた
だくイベントは初参加だった
ので良い記念になりました

ちょっとレベル違いなところもあります
が、めげずにまたチャレンジさせていた
だきます！

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 少し高い つくねがおいしい スタッフが優しく、進行も丁寧で
よかった

すみません、あまり確認して
いません。

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 少し高い 1.2位トー初戦、男ダブで格上に勝
てたこと！

進行が非常にスムーズで文句なしで
した！

正直あまり見なかったです。 また来年参加したいです！ありがとうご
ざいました！

1・2位トーナメント 20～24
歳

95 適正 暑さ とても頑張って試合進行をしてい
た。

面白い。見やすい。 全て2面展開でできていれば、もう少し早
く回せたかなと思いますが、全体的にと
てもスムーズで、予定通りに進行できて
いて、素晴らしい試合進行だったと思い
ます。2日間、ありがとうございました。

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 適正 試合 ご丁寧に接していただけました。 見やすかったです。

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 適正 特に2日目は1.2位トー、3.4位トー
で分かれていてレベルが同じぐら
いの方が多いので、競った試合が
多くみんなで応援等盛り上がり楽
しかったのが印象に残っていま
す。

スタッフのみなさん常に親切にして
くださりありがとうございまし
た！

参加者の名前と顔が一致でき
たり、パンフレットに記載の
一言などから知らない方との
会話も広がるので良いなと思
いました！

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 適正 運営のスムーズさ 快適でした！ 見やすかったです！ ビンゴ とても楽しい2日間でした！ありがとうご
ざいました！

1・2位トーナメント 25～29
歳

90 適正 5-5のタイブレの試合はたくさんあ
ったのでどの試合も印象に残りま
した。

運営の方々がフレンドリーかつポ
ジティブな雰囲気が他の大会と違
うなと感じました！

パンフレットは個人的にはい
りませんでした。Web版のみ
でOK派です。

運営の方々のお陰で非常に濃い試合、楽
しい時間を過ごせました！ありがとうご
ざいました。 
2日目の終わりは少し遅すぎたので、コン
ソレは結果決まり次第打ち切りなどでも
よかったです。

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 適正 久しぶりに会えた人がたくさんい

て楽しかったです🙇

試合進行も良くて気持ちよくプレ
ー出来ました！

大事にとっておきます！🙆 駅からホテルまでの
アクセスがいまいち
でしたが、会場まで
は近くて良かったで
す。

とても楽しませて頂きました！ 
また来年も参加したいです。

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 適正 背中にサーブ当てしまったこと 良かった 良かった バーベキュー

1・2位トーナメント 25～29
歳

95 適正 大会のレベルの高さ しっかり運営していただいていた
ためスムーズに試合に入れた

とても見やすかった 綺麗だった とても楽しかったです

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 少し高い トーナメントでベスト4進んだと
き

スムーズな運営ありがとうございま
した！

見やすかったです！ 団体戦やっぱり楽しいですね😊これから

もたくさん企画お願いします✨
1・2位トーナメント 25～29

歳
100 少し高い つくねと凍ったジュース 暑い中ありがとうございました あまり見ていない

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 少し高い チームのみんなで楽しくできたこ
と

暑い中運営ありがとうございまし
た。

パンフレットをなくしてエン
トリー費を抑えてください

1・2位トーナメント 20～24
歳

90 少し高い 5-5タイブレーク それぞれのチームのところに行っ
てまで試合の進行を話したり指示
を話してくれているのがすごく親切
で優しいなと思いました。

面白いと思った やはり、人数が多い大
会は面白いので、こう
言った多い人数の団体
戦をもっとあったら嬉
しいです！

コロナでしょうがないかもしれないので
すが、人数制限をして、更衣室も使わせ
てほしいです。逆にトイレしたいのにト
イレにいっぱい人がいるし、待ってるひ
とも多いし、試合これからあるのにすぐ
入らないなど、色々と不便でした。
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2日目、何位トーナ
メントでしたか？

年齢は？ 今大会の満足度を
数値で表現（%）

参加費は適正でした
か？

大会中、最も印象に残った出来事
（試合orそれ以外の部分でも）

運営および運営スタッフについて 大会パンフレットについて ホテルについて（ご
宿泊された方）

やってほしい企画等あ
りましたら（任意）

なにか一言

1・2位トーナメント 20～24
歳

80 適正 人数多い試合は熱かった！ 楽しかったです！また参加するの
でよろしくお願い致します。

面白かった！ 1位トーは4位も何か欲
しいです笑

また参加させていただくのでよろしくお
願い致します。ありがとうございまし
た。

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 少し高い 全体的にテニスのレベルが高かっ
た

練習コートなども用意がありよか
った

データで貰えるので有れば紙
はチームで一冊でもよいと思
う

1・2位トーナメント 30～34
歳

90 少し高い 2日目の初戦の試合。熱戦が多く
応援に力が入りました!

何か質問があるときコートの近く
にだいたいいて下さったのですぐ
問題が解消できてよかったです。

👍 クジで景品が当たる等
イベント!

コロナ禍の中開催、運営お疲れ様でし
た。二日間ありがとうございました。と
ても楽しかったです。天気にも恵まれて
いい思い出になりました。ベスト4まで景
品あれば尚嬉しかったです笑

1・2位トーナメント 25～29
歳

70 高い 試合後整列までの時間のなさ 連携不足が多い。試合終了から次
の試合までの流れが酷い。まるで
テニスをわかっていない。

問題ない。 次回は試合進行をしっかりと参加者にわ
かるようオーダーオブプレーを元に進行
してほしい。急なオンコートを求められ
ても準備しようが無い。施設についても
人数に対してのトイレの少なさなど深い
点が多く高い参加費に対しての満足度は
とても低い。スタッフの人数、運営方法
など杜撰。改善が必要だと感じる。

1・2位トーナメント 20～24
歳

90 適正 参加賞のすっぽんサプリがチーム
で好評だったこと

いつもスムーズな進行で進めていた
だきありがとうございます！

文句なしです！

1・2位トーナメント 30～34
歳

90 値段以上の価値があ
った

周りの人との会話 いつもながらスムーズな進行ありが
とうございます

素晴らしい ミックス3本団体戦 また参加したいと思います

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 少し高い 2日目のトーナメントの応援の盛
り上がり

2日目の4試合はキツかったです。
打切りありにするか、1日3試合ま
でのドローにしていただけると助
かります。終了が遅くなって遠方
の人は帰宅が夜になってしまうの
で…。あとはハードコート側のベ
ンチがたくさん置いてあるゾーンに
ブルーシートが屋根がわりにあれ
ば最高だと思います！スタッフさ
んは細部に渡り丁寧に対応してく
ださり感謝です。

データがあるので、紙のパン
フレットは無くていいのかな
と思いました(持ち帰るのが
大変なのと経費削減にもつな
がるかと…)

宿泊無し 特になし とても暑くて体力的にはキツかったです
が、すごく楽しかったです！スタッフの
みなさん事前準備から運営まで、本当に
ありがとうございました！

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 適正 BBQテーブルテニス ありがとうございました 工夫されてると思います よい

3・4位トーナメント 25～29
歳

100 適正 チームのメンバーと仲良くなれた
あこと。

暑い中、多くの面数を管理して頂い
てありがとうございました！

他チームのメンバーも見れた
のでよかったです！

コロナ禍でなかなか楽しめない中、夏の
思い出が一つ増えました！ありがとうご
ざいました！

1・2位トーナメント 30～34
歳

80 少し高い レベルの高さ、毎回ニューボール 流石の手際でした。 特になし 2日間ありがとうございました。また参加
させてください。

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 値段以上の価値があ
った

思ってもみなかった人たちに会え
たこと

大会運営のスタッフの方々、熱い
中でしたがとても親切な対応でし
た。心遣いありがとうございまし
た。

チーム内での話題の一つとし
てとても面白いコンテンツで
した。

大変な世情の中開催して頂きまして、本
当にありがとうございました。とても楽
しい夏の思い出になりました。また来年
もよろしくお願いします。

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 適正 去年初参加でしたが、今年も全体
的に楽しめました。

いつもただお声掛けしてくださり
ありがたいです。

見やすかったです。

1・2位トーナメント 20～24
歳

90 適正 暑さ 進行がわかりやすかった 良い 涼しい休憩所あると助かります

3・4位トーナメント 35～39
歳

80 少し高い 特に無し 皆さん、親切でお気遣いいただ
き、良かったです。

良かったです

3・4位トーナメント 45～49
歳

65 適正 増田社長は素晴らしい。 更衣室が使えないのはナンセン
ス。使えないのであれば、中止す
べき。240万円ぐらいの売り上げを
優先しましたね

良い。 運営スタッフは良いが、利益追求が見て
取れる。せめて更衣室は交渉して使える
ようにすべき。ロイヤル側の対応が非常
に良くない。 
コートを所有しなく、借りて、運営する
ことによる、資産を保持しない形での利
益追求がみて取れる。運営スタッフは知
り合いばかりなのでがんばって欲しいの
であえて苦言を呈します。

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 少し高い スッポンサプリ 2日間ありがとうございました。 良いと思います。 4位まで景品ください。

3・4位トーナメント 40～44
歳

50 少し高い 初参加でしたが、初日の初戦の対
戦相手が強すぎてビビりました。
場違いな大会に来てしまったと思
いました。

みんな丁寧な対応で接しやすく、
試合進行もスムーズに行っていたの
は、スタッフさん達のおかげだと
思います。参加費が高いのも多少
は納得できた部分でした。

大会中はあまり見ていません
でした。後々思い出として見
返すかもしれません。

規模の割には男性個室トイレが少なく、
トイレ難民を経験したり、便意を抱えた
まま試合に出たのは、私だけではないと
思います。

3・4位トーナメント 30～34
歳

80 適正 上位層のレベルの高さが異常 丁寧なお歌いが印象的でした 特に無し

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 少し高い コート外での試合 とても親切で心地よくプレーがで
きました

工夫されていてよかった

3・4位トーナメント 30～34
歳

80 適正 更衣室が開いていないので、トイ
レが混んだ。

手厚いサポートありがとうござい
ました。

とくになし。 練習します！

1・2位トーナメント 20～24
歳

100 少し高い 全試合 前コート5-4でこのコートに入るよ
うにとの指示はケガ人や病人が出
るリスクが上がると思います。も
う少し余裕を持ってコート配分し
て頂けると嬉しかったです。

◎ ありがとうございました！

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 高い チームそして個人として初勝利！ とても優しくて親身になってくれ
る方が多くて楽しめました！あり
がとうございました！

今年もとても良かったです！
楽しみの一つです！

来年社会人、頑張ってまた参加します🔥

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 適正 運営スタッフの動きが素晴らしか
ったです。

感染対策をはじめ、試合の入れ方
など多岐に渡ってスムーズな運営、
ありがとうございました！

カラフルで好印象でした。 暑い中にもかかわらず、スタッフの皆さ
まの努力のおかげで素敵な大会になった
と思います。ありがとうございました。

1・2位トーナメント 25～29
歳

90 適正 予選リーグ 試合がスムーズでともて良かったが
2日目の終了時刻が遅いのがしんど
い。

電子パンフだけでいいので
は？

とても楽しめました！

3・4位トーナメント 25～29
歳

80 少し高い オムニコートのイレギュラーが多
いこと

スムースな運営で良かったと思いま
す

良い 運営の方々ありがとうございました 
ロイヤルSCの食事が美味しかった

3・4位トーナメント 30～34
歳

120 値段以上の価値があ
った

クラブハウスで売っていた軽食が
美味しかった

コロナ禍の中運営ありがとうござ
いました！

楽しい！！ わがままですが、抽選
があると楽しいかも

楽しかったです！ 
また参加したいです

3・4位トーナメント 35～39
歳

95 適正 最後の対戦が去年と同じチームと
の対戦でした。笑 
ラスト2-2で自分にかかりタイブレ
で勝つ事が出来て嬉しかった。 
なんとか全敗を回避出来ました！
笑

２日間ともに親切にサポートして
頂きありがとうございました！

出てる人が分かって良かっ
た！

いつも楽しい時間をありがとうございま
す。夏の年間行事になってますのでまた
宜しくお願いします！ 
今回も沢山の人と久しぶりに会ったりテ
ニスしたりで夏の良い想い出になりまし
た。 
この状況下で開催の決断をして下さい本
当にありがとうございました！

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 適正 素晴らしい試合を間近で見れたこ
とももちろんですが、普段会えな
いような友人知人と再会すること
ができたこと。

暑い中ご尽力いただきありがとう
ございました。

素敵なパンフレットでした。 また男女混合の団体戦
を開催してほしいで
す！
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2日目、何位トーナ
メントでしたか？

年齢は？ 今大会の満足度を
数値で表現（%）

参加費は適正でした
か？

大会中、最も印象に残った出来事
（試合orそれ以外の部分でも）

運営および運営スタッフについて 大会パンフレットについて ホテルについて（ご
宿泊された方）

やってほしい企画等あ
りましたら（任意）

なにか一言

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 値段以上の価値があ
った

スタッフの迅速な対応 非常に暑い中、迅速に対応してい
ました。満足です

おもしろい 大浴場が使えないの
は少し残念です。感
染予防対策で仕方な
いと思いますが。

ビンゴ大会 今後もこのような大会を開催してほしい
です。

3・4位トーナメント 30～34
歳

100 値段以上の価値があ
った

アップができて良かったと思いま
す。

太ってるメガネの人の対応が悪か
ったです。他の方は素晴らしいと
思います。

素晴らしかったです。 宿泊しました。 今回のレベルならプロ
チームの参加があった
ら面白いかなと思いま
した。

ありがとうございました！

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 適正 トーナメント2回戦、1-2で回って
きたミックスで勝てたこと。

広い会場の中、迅速な運営ありが
とうございました。猛暑の中２日
間お疲れ様でした。

形に残るものは嬉しいのでと
ても良かったです。

ご飯も美味しく、快
適に過ごすことがで
きました。

とても楽しみにしている大会なので、今
後も開催していただけると嬉しいです。

1・2位トーナメント 35～39
歳

100 少し高い レベルが高い とてもよかったです メンバーリストだけでもいい
かなと…

次回また参加します！２日間ありがとう
ございました！

3・4位トーナメント 25～29
歳

100 値段以上の価値があ
った

2日間ともずーっと楽しかったで
す！選べません！

とても丁寧にコート回ってくださ
り、ありがとうございました！

楽しいです とてもよかったで
す！お風呂が使えな
かったのがおどろき
ましたが、来年はコ
ロナが落ち着いて入
れるようになると嬉
しいです。

2日間あっという間に過ぎてしまい、とっ
ても楽しすぎてまだ余韻に浸っておりま
す！！！ 
増田さんとかなりお久しぶりに会えたこ
ともとても嬉しかったです！！！

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 値段以上の価値があ
った

友達ができたこと。 スムーズな進行をありがとうござい
ました。

プロフィール欄を読むのが毎
年のたのしみです

1・2位トーナメント 25～29
歳

100000% 値段以上の価値があ
った

コートの中で応援できて、団体戦
感が増してすごく熱くなる！！

運営の方がこんなに走り回って声
かけして試合をすすめてくれる大会
は他にないです！！自然とみんな
協力しなきゃ！と思える運営の皆
さんでした！！

誰とあたるか相手のメンバー
も事前にわかって、オーダー
決めから真剣になれるので最
高です！

過ごしやすかったで
す！

コロナが落ち着いたら
1日目の夜にパーティ
ーみたいなの！！

一生の思い出に残る大会でした。テニス
をやってて良かったなと思える1日でし
た！！ 
暑い中本当にありがとうございまし
た！！！

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 値段以上の価値があ
った

大会スタッフの対応 非常に暑い中迅速に対応いただき
ました。

おもしろい 大浴場が使えないの
が残念。感染症対策
で仕方ないですが。

ビンゴ大会 このご時世に感染症対策等を万全にして
頂き、大会を開催してくださりありがと
うございました。このような機会を作っ
てくれた大会スタッフの方々に感謝申し
上げます。暑い日が続きますが、これか
らも頑張ってください。来年も参加させ
て頂きます。

3・4位トーナメント 30～34
歳

90 適正 みんな上手すぎる とても人当たりよく、説明もわか
りやすかった

見やすかった 少し音漏れがひどい 運営の皆様の丁寧な進行のおかげでとて
も楽しめました。ありがとうございまし
た。

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 値段以上の価値があ
った

トーナメント2回戦、1-2で回って
きたミックスで勝てたこと。

迅速な運営ありがとうございまし
た。猛暑の中、お疲れ様でした。

形に残るものは嬉しいのでと
ても良かったです。

ご飯も美味しく快適
に過ごせました。

とても楽しみにしている大会なので、引
き続き開催よろしくお願いします！

3・4位トーナメント 30～34
歳

120\(　˙▿˙　)/ 少し高い シェイク美味しかったです 暑い中ありがとうございます デジタル化でも良い👍 名古屋開催お願いしま
す

また参加して順位あげます！！！！

3・4位トーナメント 25～29
歳

100 適正 相手のレベルの高さ 円滑な運営ありがとうございま
す。空きコートの手配もしていただ
き助かりました。

誰が出ているのかがわかって
良かったです

湯船が禁止されてい
たのが残念でした。

ありがとうございました。最下位でした
が来年以降も腕試しに参加したいと思い
ます。

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 少し高い 裏トーナメントに行っても商品が
あって嬉しかったです。

レフェリーの方々が丁寧に試合の
把握し、試合進行して下っていてと
ても気持ちよく試合を行うことが
出来ました。

久々にドローに自分の名前が
載っている所が見れて、とて
も嬉しかったです。

とても充実した2日間になりました。あり
がとうございました！

3・4位トーナメント 20～24
歳

500万 値段以上の価値があ
った

準決勝0-2から全体2-2のスコア4-4
の時

迅速な対応でした。開催してくれて
ありがとうございました！

分かりやすくてよかったで
す！

3・4位トーナメント 25～29
歳

90 適正 レベルが高かった。賞品が沢山あ
ってよかった。

練習コートの確保など柔軟にして
いただき助かりました。

作成ありがとうござます。 2日間ありがとうございました。

3・4位トーナメント 25～29
歳

80 適正 女性のレベルの高さ 常に進行を気に掛けてて良い 記念としても良い物でした 会場近くにあったの
が良い

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 適正 オムニコート横で卓球したことで
す。

いつも笑顔で、素晴らしかったで
す。

完璧です。 完璧です。 また来年もよろしくお願いいたします。

1・2位トーナメント 40～44
歳

70 適正 悪い意味でなく皆レベルが高いの
で目の保養になった。

献身的に動いて貰って凄く助かっ
た。最終日はもう少し早く終わっ
て貰ったら嬉しかったですが、間
延びした訳ではなかったので、仕
方ないかなと。

ボリュームも大きく楽しく見
させて貰いました。

良かったと思うけ
ど、大浴場は使いた
かった。

運営ありがとうございました。また、メ
ンバー揃えてチャレンジしたいと思いま
す！

3・4位トーナメント 25～29
歳

70 適正 気温、レベルが高い試合 丁寧でした よかったです！

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 少し高い スパムおにぎり テキパキされているイメージでよか
ったです！

見てないです、、 たくさん試合できて楽しかったです！あ
りがとうございました！

1・2位トーナメント 20～24
歳

90 適正 古い友人たちに会えたこと 各チームを周り細かく指示を出して
くださりとても良かったです

データがあったところが良か
ったです

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 適正 2対2で混合Dのタイブレークにか
かった試合

こんなにスタッフがイキイキと楽し
そうにやっている大会は初めてで
した。

良いと思う。 女子の団体戦 運営の皆様、遅くまで本当にありがとう
ございました。 
また次回もも出場したいと思う大会で
す。

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 適正 試合 コート分断して同時進行は嫌でし
た

良い

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 少し高い 最後の試合 優しかった 見やすかった

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 適正 増田さんがお手伝いで来ていたの
に驚きました！

いつもありがとうございます！ ナイスです！試合始まる前か
ら雰囲気が知れて楽しいで
す！

とても綺麗であの金
額で泊まれるのは驚
きました！

初心者同士で試合にな
かなか出るのはハード
ルが高いと思いますの
で、 
オープンレベルの方と
初心者という組み合わ
せでの試合があると試
合に出たいけれど出れ
ない方の試合参加が出
来ると思いますので是
非企画をお願いしま
す！

村上さん、澤田さん、増田さんありがと
うございました！ 
また参加致します！ 
by膝の調子が悪いフォアしか打てない男

1・2位トーナメント 35～39
歳

100 適正 特になし 全ての対応が迅速でした。 すごく見やすかった

3・4位トーナメント 30～34
歳

90 少し高い 会場のホスピタリティの高さ、雰
囲気の良さ

親切でありがたかったです データ配布してもらえたのが
ありがたかったです。

水浴び出来たら最高で
した（その後着替える
場所が必要かもです
が）

来年も楽しみにしてます！

1・2位トーナメント 20～24
歳

100 適正 1日目暑すぎました スタッフさん最高でした！ 最高です！ 来年も開催お願いします！！！

1・2位トーナメント 25～29
歳

60 高い 特になし 良い WEBのみで良い

1・2位トーナメント 25～29
歳

100 適正 本線でギリギリ負けた試合 去年よりも運営の方がテキパキと
試合を入れていてすごく良かった

楽しかった いいホテルだった 去年よりも運営がよくて最高でした。 
あえて不満を言うなら、ナイターがつく
のが遅かったことくらいです。来年も楽
しみにしてます。

1・2位トーナメント 25～29
歳

90 値段以上の価値があ
った

だいたいの試合でガン競りした めちゃ走っていただきありがたか
った

みんなのページはやはり楽し
み

ベストドレッサー賞 いつもありがとうございます！！！

1・2位トーナメント 20～24
歳

90 適正 スタッフが多く進行がスムーズだ
った

素晴らしいです。ありがとうござい
ました。

試合感がありジュニアを思い
出しました。

開催を増やしていただ
きたい

3・4位トーナメント 25～29
歳

90 値段以上の価値があ
った

スムージー美味しかったです！ とっても円滑な運営をありがとう
ございました！

結構好きです！ 今年も暑い中運営ありがとうございまし
た！また参加します！
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2日目、何位トーナ
メントでしたか？

年齢は？ 今大会の満足度を
数値で表現（%）

参加費は適正でした
か？

大会中、最も印象に残った出来事
（試合orそれ以外の部分でも）

運営および運営スタッフについて 大会パンフレットについて ホテルについて（ご
宿泊された方）

やってほしい企画等あ
りましたら（任意）

なにか一言

1・2位トーナメント 20～24
歳

80 適正 自チームですが、インカレかと思
うくらいのダブルスと体を張った
ダイビングバレー(ウォッチ)が面白
かったです。 
あと凍らしたジュースとつくねお
いしかったです。

2日間運営ありがとうございまし
た。時間が押している中で仕方が
ない部分かとは思いますが、試合
間の時間と急なコート移動はちょ
っときつかったです、、。

あまりみてないです。 楽しかったです！ 
ありがとうございました！

3・4位トーナメント 25～29
歳

60 適正 暑かった 良かった 普通

3・4位トーナメント 30～34
歳

100 値段以上の価値があ
った

村上さんが会場中を徘徊しまくっ
てた。アドミラルのウェアがすご
い良かった。

とても対応良く、コロナ禍で色々
と調整も大変な中、最後まで完璧
に開催して頂き感謝です！

毎回、記載内容が同じなの
で、年によって多少は記載内
容を変えても良いのではない
かなと思いました！

ありがとうございました！！！

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 適正 チーム内外の多くの人と仲良くな
れたこと

控えコートの進行状況等も教えて
くださり、素晴らしい運営だった
と思いました。

チームそれぞれ個性的で面白
かった。

想像以上に綺麗で快
適だった。

3・4位トーナメント 25～29
歳

85 適正 タイブレで勝ったことと負けたこ
とです。

手厚い案内でした。 よかったと思います。 とても楽しかったです。来年も是非開催
してほしいです。

3・4位トーナメント 45～49
歳

80 高い プレーのレベルの高さ これから試合に入るという際、試
合進行のスタッフさんが応援の言
葉をかけてくれて嬉しかったです

写真入りで、見るのが楽しい
です

楽しかったです。練習して自分のレベル
をあげてまた参加したいです

1・2位トーナメント 25～29
歳

120 適正 全試合楽しすぎました 暑い中迅速な試合運営をしていた
だけて、楽しくできました。

写真付きでおもしろい 広くて綺麗で良かっ
た

今回もすごくたのしかったです！！また

お願いします！！！！🥺
3・4位トーナメント 25～29

歳
80 少し高い チームの熱い応援 とても丁寧で面倒をよく見ていた

だきありがとうございました！
面白かったです 綺麗でした もう少し試合や練習がしたかったです

3・4位トーナメント 20～24
歳

90 値段以上の価値があ
った

他チームと仲良くなれたこと 親切でスムーズだった チームごとの色が見れて面白
かった

楽しかったです。ありがとうございまし
た

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 適正 下位トーナメント優勝 良かった 丁寧に作られていた

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 少し高い 気温 特にありません とても良かったです またよろしくお願いします。

3・4位トーナメント 25～29
歳

100 適正 レベルの高い方々と初めて試合し
たこと

親切な方ばかりで素晴らしかった
です

楽しく読めます きれいな部屋でした じゃんけん大会 とても楽しかったです。また参加したい
です。

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 少し高い 下位ー優勝できたこと！！ コロナ禍で厳しい状況の中開催、
運営してくださりありがとうござ
いました！また、試合進行もスムー
ズに進んだり、コート整備なども
していただき多々も感謝していま
す。ありがとうございました！

いい思い出になりました！ 神奈川や千葉あたりの
会場でBBQ付き団体
戦！

楽しい思い出に残る試合となりました！
ありがとうございました！

3・4位トーナメント 20～24
歳

1000 値段以上の価値があ
った

懐かしい人に沢山会えた テキパキしてて良かったです． しっかりしたもの作られてて
驚きました

1・2位トーナメント 25～29
歳

80 少し高い スパムおにぎり 指示が早くスムーズな進行でした ほとんどが開かずにゴミにな
ってるので欲しい人だけ貰う
形式でも良いかもしれないで
す

景品のクオリティを上げて欲しいです

1・2位トーナメント 30～34
歳

80 高い 高いエントリー費にも関わらず、
試合球が練習用のボールであった
こと。

一生懸命運営されていて、アット
ホームな大会であった。控えコー
トのたらい回しが雑であった。

とても良い。 5試合を一面進行で行うのは待ち時間が長
すぎてきつい。

1・2位トーナメント 30～34
歳

100 値段以上の価値があ
った

2-2で勝負がかかったMIXで、チー
ムメイトが2-5から逆転して勝った
こと 
(自分は負けていたので、余計に感
動しました)

いつも通り、選手のことをよく考
えてくれているなと感じました。特
に、最後ナイターになってからは
別として、そこまでコートのサーフ
ェスが混ざらないようにしている
ところや、呼び出すのではなく自
ら走り回って試合を進行するとこ
ろなど、同じように団体戦に参加
していた経験のある皆様だからこ
そできる素晴らしい運営だと思い
ます。

とても見やすく、楽しく拝見
しています。個人的には、チ
ーム全員分の用意は必要な
く、LINEでのPDF配布だけで
いい気もしています。

朝お風呂が使えなか
ったり、支払いにと
ても時間がかかった
り、虫が多かったり
と、気になる点はあ
りましたが、快適で
した。

いつも本当に楽しませてもらっていま
す。 
この大会のおかげで再会した人や新しく
繋がれた人などがいて、まさにchainとい
う言葉に相応しい大会だと感じていま
す。 
これからも楽しみにしています。 
横須賀or横浜での開催を待ってます。笑

3・4位トーナメント 30～34
歳

70 少し高い レベルが高い！ シャワーは使えなくても更衣室は
使いたかった

見ていて楽しいが、ここにコ
ストがかかるならデジタル形
式のみで無くてもいい。

レベルは高く楽しめるが、拘束時間の割
に試合数が少なく高額なためもう少し試
合数をやれるようにして欲しい。

3・4位トーナメント 20～24
歳

100 値段以上の価値があ
った

全部 優しい方でした みやすかった

1・2位トーナメント 30～34
歳

100 値段以上の価値があ
った

レベルも高く楽しかった！ 素晴らしかった とても見やすく、素晴らかっ
た

30～34
歳

100 少し高い 特になし とても丁寧でいい印象でした 特になし
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