
タイムスタンプ
どのチームで参加されまし
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

やってほしい企画等ありま
したら（任意） なにか一言

9/26/2021 20:42:04 ソレイユ 55歳以上 100 適正
レベルの高い大会にビック
リ 満足

レベルの違いがありました
が若い人とテニスが出来楽
しかったでし。

9/26/2021 20:43:02 ビール愛好会 25～29歳 80 少し高い

最後の試合をメンバー全員
で試合を応援できたことが
印象に残っています。他の
試合だとなかなか応援する
機会がないので楽しかった
です。

天気が怪しい中、スタッフ
の方から的確に適切なタイ
ミングで指示を頂き非常に
動きやすかったです。あり
がとうございました。

コロナの中開催、運営に尽
力してくださり、本当にあ
りがとうございました！

9/26/2021 20:48:02 ふゆキング 25～29歳 95 少し高い 特になし

もう少しカートの回し方に
は工夫が必要かと思いま
す。

9/26/2021 20:53:38 ビール愛好会 20～24歳 80 適正 運営の方の判断の良さ

一生懸命やってくださって
ました！ありがとうござい
ます！

楽しくて良い思い出になり
ました！ありがとうござい
ました！

9/26/2021 20:57:01 ふゆキング 20～24歳 80 少し高い
多くの知り合いとお会いで
きたこと

臨機応変な対応と迅速な情
報伝達をしてくださったお
かげで、中断してもネガテ
ィブな気持ちにならなかっ
た ラケットの試打

素晴らしい運営をありがと
うございました！

9/26/2021 20:57:50 ふゆキング 30～34歳 70 適正

トーナメントで10ポイント
タイブレークになったこ
と。 ほぼ完璧だと思います。

ありがとうございました。
結構楽しめました。

9/26/2021 21:02:28 ソレイユ 50～54歳 80 適正

若い方ばかりでびっくりし

ました😅が、普段やること
のない年代の方達とプレー

できて楽しかったです🙆

お世話になりありがとうご

ざいました😊

9/26/2021 21:06:37 ソレイユ 50～54歳 99 値段以上の価値があった
間近でいい試合をたくさん
見ることができました。 親切丁寧 壮年の部

印象に残る１日を楽しく過
ごす事ができました。有難
うございました！

9/26/2021 21:16:13 TEJA 25～29歳 80 少し高い 。 。 またお願いします

9/26/2021 21:20:18 TEJA 25～29歳 120 値段以上の価値があった

運営スタッフの方々が常に
周りに目を配ってる姿を拝
見しました。それに感激し
ました！終始いい雰囲気で
大会が進行されたのもスタ
ッフの方々のおかげでし
た。ありがとうございま
す。 同上です笑

あのチームのあの人にこれ
を聞きたい！ 
（気になるあの人にこれを
質問てきな） またお願いします！！！

9/26/2021 21:26:09 ビール愛好会 30～34歳 80 値段以上の価値があった

ミックスのガイドライン的
な設定は、難しいですか
ね？？本日のレベルだと人
によっては、意図的に男性
が女性に打ち込むケースが
多々あり、かなりの球威と
スピードになるので。正
直、怪我などの危険を感じ
ました。女性も恐怖を感じ
ておりました。

円滑な運営をありがとうご
ざいました。

I日ありがとうございまし
た！

9/26/2021 21:35:27 あらいぐま 25～29歳 80 適正 試合
大声での案内の時にマスク
しててほしかった

また次回も参加したいで
す！

9/26/2021 21:39:25 あらいぐま 25～29歳 120 値段以上の価値があった

応援の盛り上がりが10人団
体とあって、熱が凄くてめ
ちゃくちゃ楽しかったで
す！

これだけの人数で天気も怪
しい中、円滑な運営してい
ただきとても助かりまし
た、ありがとうございまし

た🙇

本日は楽しい時間をありが
とうございました！ 
まて試合に参加させていた
だく際はよろしくお願い致
します。

9/26/2021 21:41:15 ソレイユ 55歳以上 50 少し高い 進行がスムーズ

親切で良い。雨でコートが
濡れていたのに適切な指示
がなく、気づいたチームが
整備した。また応援が大声
でしているチームもあり、
この時期注意が必要だった
と思う。マナーがわかって
いないチームもあり、注意
事項を徹底してほしい。 レベル別団体戦

企画運営ありがとうござい
ました。

9/26/2021 22:03:04 あらいぐま 25～29歳 80 少し高い

雨が降って試合進行等が遅
くなりスーパータイブレー
ク・4ゲーム先取などマッ
チになりましたが全て消化
できたので良かったと思い
ます。しかし気になったの
はコロナウイルス感染予防
の件でたくさんのチームが
いて待機場所にいっぱい人
が集まってた事。もちろん
雨が降っていて雨がしのげ
る場所も３つの屋根しかな
いのでそこは仕方ないとは
思いましたがチームの待機
場所を少し離していればよ
かったかなと思いました。

トランシーバーを使って連
携取れていたと思います。

9/26/2021 22:05:39
アウティッシュカモーン@
関西 20～24歳 100 適正 負けまくったこと

運営の方に質問した際に丁
寧に答えてくださり、あり
がとうございました。

1日運営ありがとうござい
ました！！お陰様でいい休
日でした！

9/26/2021 22:07:47 ソレイユ 55歳以上 60 適正
1ゲームを取る難しさを知
った事 素晴らしい　敬服します

カテゴリーやハンディのあ
る大会

得難い体験をさせて貰いま
した

9/26/2021 22:15:21 イソップ海賊団 25～29歳 70 高い
決勝戦1セットでやりたか
った、、

我らが柴藤さん大活躍して
おりました！ ありがとうございました！

9/26/2021 22:15:21 ソレイユ 55歳以上 10 適正

参加したことに申し訳ない
と思ったので次回参加はな
いと思います。m(_ _)m

年齢別、レベル別の大会が
あれば参加したいです。

神対応の『オマル』の方、
シニアを労わるプレイをし
て下さり感謝します。スタ
ッフの方、企画等していた
だいた方にも感謝です。あ
りがとうございました。＾
＾

9/26/2021 22:17:43 イソップ海賊団 35～39歳 70 高い
準決勝、決勝のゲーム数短
縮

柴藤さんにぜひ適切な還元
があることを願います

雨がなくても時間は間に合
ってないと思うので、なに
か改善できれば良いかと思
います

9/26/2021 22:27:21 あらいぐま 25～29歳 80 適正
特にないですが、全体通し
て楽しかったです。

進行の管理や判断など、大
変だろうなぁ、すごいなぁ
と思いながら見ていまし
た。

企画・運営ありがとうござ
いました。楽しかったで
す。

9/26/2021 22:45:07 Fleek 20～24歳 100 値段以上の価値があった
雨が降ったりやんだりして
しまった

素早く的確な判断で試合進
行して頂きありがとうござ

いました🙇

9/26/2021 22:51:08
アウティッシュカモーン@
関西 25～29歳 100 値段以上の価値があった

空きコートがなく、最短で
運営がなされていたこと。 同上です。 試打会 次回も参加します！！！

9/26/2021 22:53:24 Fleek 25～29歳 90 適正
みんなで一緒に盛り上がれ
たこと

スムーズに進行できるよう
に対応してくれてよかった
です

ありがとうございました！
とても楽しくて、いい思い
出になりました！

9/26/2021 22:54:10 チームテニスエルボー 30～34歳 90 適正 出場者の多さ 特になし 楽しかったです！！！

9/27/2021 0:22:55
アウティッシュカモーン@
関西 19歳以下 80 適正

みんなが応援、盛り上がり
ながらの試合

成績が良く無かったにもか
かわらず、たくさん商品を
くれた。

この度はこのような試合を
開催していただいてありが
とうございます。とてもた
のしかったです！また機会
があればよろしくお願いし
ます！！お疲れ様です。
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タイムスタンプ
どのチームで参加されまし
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

やってほしい企画等ありま
したら（任意） なにか一言

9/27/2021 0:51:33 あらいぐま 20～24歳 100 少し高い チームのみんなの試合
丁寧な運営ありがとうござ
います。

9/27/2021 1:40:49 あらいぐま 25～29歳 70 少し高い 特になし

運営中マスクを外して大声
で説明しているのが、コロ
ナ対策が不十分なように感
じました。

9/27/2021 1:53:40 Fleek 20～24歳 80 値段以上の価値があった

レベルが高ければ高いほど
燃えるのでそんな試合がで
きたこと。

試合進行の為にたくさん動
いてくださりスムーズに試
合に入れました。

9/27/2021 6:52:41 ビール愛好会 25～29歳 80 適正
久しぶりの人達とテニス出
来たこと

悪天候の中でも柔軟に対応
して頂き良かったと思いま
す。 また参加したいです！

9/27/2021 10:40:33
アウティッシュカモーン@
関西 20～24歳 100 適正

練習不足と3位トーナメン
トのレベルの高さ

運営ありがとうございまし
た！ 今回と同じ団体戦！

9/27/2021 10:55:14 アザト広平 30～34歳 95 適正 レベルが高い

淀みなく指示頂いてありが
とうございました！本部の
明るい雰囲気もとてもよか
ったです！

9/27/2021 10:58:19 アザト広平 25～29歳 100 適正
コンソレ決勝のスーパータ
イブレーク

運営ありがとうございまし
た！！

9/27/2021 12:22:22 オマル 25～29歳 85 少し高い

スーパータイブレークによ
る決勝（いい緊張感で楽し
かったです）

雨天時の判断が早くて良か
ったと思います

強風、雨天と難しい環境で
したが、楽しかったです！

9/27/2021 12:30:23 ヤマダエンターテイメント 35～39歳 70 少し高い
試合の形式が途中から変わ
ったのが残念でした。

試合数、チーム数が多い中
大変だったと思います。運
営はよかったと思います。

9/27/2021 12:40:31 ヤマダエンターテイメント 30～34歳 70 高い 特になし

運営お疲れ様でした！団体
戦なので、もっと近いコー
トで応援ができればよかっ
たです。

大人数だと盛り上がります
が、回転が悪いので、6人
までが個人的には良いで
す。どちらにも好みとメリ
ットがあるのはもちろん理
解しております。

試合コートの変更などを含
め、運営側の頭の回転に追
いついていない方がたくさ
んいたので、ブロック毎に
コート割等の簡素化を図っ
てもらえれば嬉しいのと、
賞品はやはり優勝等の結果
を出した方のみにした方が
モチベーションになると思
っています。 
いっぱいケチ付けたみたい
で、すみません。 
すぐるさん頑張ってくださ
い！

9/27/2021 12:41:02 プラセンタ 40～44歳 85 適正 最後のセカンドサービス 時間配分 なし また試合やります

9/27/2021 12:53:45 オマル 25～29歳 90 値段以上の価値があった 応援が盛り上がった点
難しい環境の中ありがとう
ございました また参加させてください

9/27/2021 13:39:09 オマル 30～34歳 90 高い
５本団体だからこその盛り
上がりでした

連携して頂きスムーズに試
合出来ました

運営ありがとうございまし
た(^^) 
オムニコートとか安いコー
トでも良いので団体戦エン
トリー費用下げてほしいで
す！！ 
1人3500円までなら理想と
思います

9/27/2021 13:56:32 Fleek 20～24歳 75 値段以上の価値があった

江坂テニスセンターのイン
ドアで初めて試合ができて
学生時代にできなかったこ
とがこの大会で実現しまし
た！

10/23に愛知県でFleekcup
を開催します。チェインカ
ップ様の運営の方の動きで
参考にさせていただく部分
が多々ありました。雨で中
断、試合が長引くなどトラ
ブルが多く発生した中で18
時に終わらせるという適切
な判断には感服です。本当
にお疲れ様でした。

全国選抜形式の試合をして
いただきたいです！

本当に運営お疲れ様でし
た。また参加させていただ

きます😊 Chaincup@愛知
実現に向けて動き出しま
す！今後ともよろしくお願
いいたします。

9/27/2021 15:36:58 イソップ海賊団 30～34歳 80 少し高い
5本の団体戦はとても盛り
上がって楽しかったです！

スタッフの方も対応も素早
く良かったです！

9/27/2021 15:39:18 ヤマダエンターテイメント 25～29歳 70 少し高い 特には… ありがとうございました

最後、時間が無いとはいえ
タイブレークだけで決着に

なったのは残念です‼

9/27/2021 16:43:46 なーぼー丸 30～34歳 80 少し高い
5本団体であるが故の消化
試合の多さ

少人数ながら次の判断も早
く、参加者としては動きや
すかったです。

5本団体であるがゆえの消
化試合の多さがあり、試合
している人以上に応援の熱
量に差があったのが少し寂
しかったです。 
あと10ポイントタイブレー
クの方式にする時は、1面
進行が盛り上がったと思い
ます。2位トーコンソレの試
合が1番盛り上がってたの
で

9/27/2021 16:57:10 オマル 30～34歳 70 高い
2-2かかったMIXでタイブレ
の激競りで負けたこと ありがとうございました！ ありがとうございました！

9/27/2021 17:09:18 たけピヨ 30～34歳 70 高い
いつも以上にレベルが高い
と感じました。

運営は大変かと思います
が、ビジネスでされている
のであれば今回の対応はど
うかと思います。 ありがとうございました。

9/27/2021 17:24:10 オマル 30～34歳 70 高い
予選の2-2になって、ミック
スがタイブレになった接戦

予選を短くして、本戦、(特
に1位リーグ)はきちんとさ
せてあげてほしい。 時間制の予選リーグ

電車で遠方から来ると持ち
帰りが大変なので、商品券
とかも嬉しいです！ 
試合費が3500円以内だと嬉
しいです。 
お疲れ様でした。

9/27/2021 17:33:03 なーぼー丸 20～24歳 80 少し高い 試合
めちゃめちゃ大変そうでし
た。

9/27/2021 17:47:46 なーぼー丸 25～29歳 100 少し高い
学生時代の友達にたくさん
会えた

参加数も多く、ご苦労様で
した。ありがとうございま
した。

ランダムペア決めダブルス
会

とても楽しかったです。運
営関係真の皆様、ありがと
うございました。

9/27/2021 18:21:13 なーぼー丸 25～29歳 70 少し高い
待ち時間の友達とのお喋
り！盛り上がった

いつも運営を頑張ってくれ
て感謝

楽しい1日になりました！ 
10人団体なんて初めてだっ
たのでとっても 
思い出に残りました。 
また出たいです。

9/27/2021 18:28:17 Fleek 25～29歳 100 適正
試合のレベルがどこも高か
った

スタッフの皆さんがとても
頑張ってくれて楽しめまし
た！

楽しかったですありがとう
ございました！

9/27/2021 18:28:42 Fleek 20～24歳 100 適正 白熱した試合が多かった
とても頑張ってくれていま
した

楽しかったです！ありがと
うございました！

9/27/2021 18:35:31 Fleek 20～24歳 99 適正 関西の大会の規模の大きさ ありがとうございました 名古屋大会も参加します
9/27/2021 18:41:26 なーぼー丸 25～29歳 80 適正 雨 楽しかったです

9/27/2021 19:09:42 なーぼー丸 30～34歳 70 適正
みんなで応援し合いなが
ら、頑張った試合

様々な箇所で連携をとっ
て、回してもらい、ありが
とうございます。

準決が10ポイントタイブレ
ークで、3位決が33タイブ
レークの4先取になったの
は､､､ 
試合の時間が読めないのは
理解できるのですが、最後
まで同じ条件で試合したか
ったです。

9/27/2021 19:10:44 アザト広平 25～29歳 80 値段以上の価値があった 試合 良かったです なし 特になし
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どのチームで参加されまし
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9/27/2021 19:11:29 なーぼー丸 30～34歳 70 少し高い

2勝して3勝目を決める為に
みんなで1ポイント1ポイン
トを応援してるのが団体戦
って感じがした所です。

接戦続き、雨の中大変だっ
たと思いますが、ありがと
うございました。

くじ引きにて試合の種類を
毎回決めて試合する。

準決勝の際、準決勝から打
ち切りがあるとゆうことで
試合のペア(女ダブ)を変更
したのに、実際は4ゲーム
先取や10ポイントタイブレ
ークになり全員試合出来る
と言う形に、試合に入って
から変更されたので、その
時はもう一度オーダーを考
え直す時間が欲しかったで
す。 

準決勝の時に、急遽10ポイ
ントタイブレークになり、
その後の3位決定戦の時
は、4ゲーム先取になった
ので、準決勝の時に4ゲー
ム先取で試合をして欲しか
った。 

色々悔しい部分はありまし
たが、10人での団体戦が初
めてだったので、楽しかっ

たです✨  

ありがとうございました✨ 　

9/27/2021 19:27:38 たけピヨ 25～29歳 70 少し高い
いろいろな人と会えたこと
が楽しかったです

運営大変だったと思います
が、ありがとうございまし
た。

進行の関係で途中からタイ
ブレや4ゲームになってし
まい、一人当たりの参加料
は高かったかなと感じまし
た。少し時間があまるぐら
い余裕のある進行だと満足
度はさらにあがるかなと思
います！ 
これからも参加させて頂き
たいのでどうぞよろしくお
願いします。

9/27/2021 20:04:25 あらいぐま 20～24歳 70 適正 団体戦良き 良かったです

9/27/2021 20:52:33 イソップ海賊団 30～34歳 80 少し高い

トーナメント途中からのゲ
ーム数の変更。終了時間が
初めから決まっていたので
あれば、トーナメントの試
合方法を、検討できたかと
思います。 同上

レベルも高く、楽しい大会
でした。ありがとうござい
ました!!

9/27/2021 21:00:23 プラセンタ 40～44歳 89 値段以上の価値があった
10ポイントタイブレークの
試合

雨雲レーダーでかなりリア
ルに天気に対する対応は見
事だった 40歳以上トーナメント

コートを抑えている時間と
チーム数、試合数のバラン
スがもう少し工夫があった
ほうが良かった

9/27/2021 21:28:13 たけピヨ 30～34歳 90 少し高い
試合本数も多く盛り上がり
ました。

1日ありがとうございまし
た‼試合進行の関係でゲー
ム数が少なくなるのを事前
に告知いただけたら有難か
ったです。

ありがとうございました。
また企画楽しみにしていま
す。

9/27/2021 22:15:24 Fleek 20～24歳 100 適正
インドアで試合出来たこ
と。

非常に親切で楽しく1日過
ごさせてもらえました！

東海地区でもやってほし
い！

またよろしくお願いしま
す！！

9/28/2021 0:13:21
アウティッシュカモーン@
関西 20～24歳 80 値段以上の価値があった

会場が綺麗で驚きました。
また江坂でお願いします笑

常に空いてるコートがな
く、回しがうまいなと思い
ました。

9/28/2021 1:04:49 Fleek 25～29歳 100 適正 よかった！ 雨天時の対応が迅速だった

9/28/2021 6:46:18 TEJA 25～29歳 95 適正

予選リーグで三つ巴になる
可能性が生じた際、チーム
を超えて応援し合ったり、
声を掛け合うことで交流が
深まった。

天気が怪しい中、適切な判
断とスムーズな運営をして
頂き、混乱もなく気持ちよ
く試合が出来た。

ありがとうございました！
また面白い企画楽しみにし
ています！引き続きよろし
くお願いします！

9/28/2021 9:15:01 プラセンタ 35～39歳 80 適正 試合に負けたこと

目につくところにスタッフ
の方がいるので聞きやすい
し、対応がしっかりしてい
る。

今回のような企画をまた大
阪でお願いします。

大会お疲れ様でした。また
ありがとうございました。

9/28/2021 13:00:27 Fleek 20～24歳 100 適正
初参加でしたが想像以上に
進行が早かった！

運営ありがとうございまし
た！

また、参加させて頂きま
す！

9/28/2021 13:33:53 プラセンタ 40～44歳 85 値段以上の価値があった 試合が最高の景品
少ない人数で良く回してい
たと思う 各地域代表の全国大会 ありがとう

9/28/2021 14:53:45 あらいぐま 25～29歳 80 値段以上の価値があった
色んな知り合いと会えたこ
と とても良かった

年末対抗など過去にも色々
参加させてもらっています
がいつも楽しいです！あり
がとうございました。

9/28/2021 16:26:19 さつき野TC 20～24歳 10000000 適正
長いラリーでのポイントを
取った時の叫ぶ自分 テキパキ感が凄かった んー、ないです。 非常に楽しかったです

9/28/2021 17:40:03 さつき野TC 30～34歳 80 適正 雨 よかったです。 また大阪でしてください いじょう！

9/28/2021 18:20:07 ヤマダエンターテイメント 35～39歳 75 少し高い
久しぶりにみんなに会えた
こと

スタッフの対応はよかった
です！全体としてはトーナ
メントでのタイブレは少し
残念でした。6ゲームの試
合を最低4試合はしたかっ
たので時限がある場合は募
集チーム数が少し多いかと
思いました！そう考えると
試合代としては少し割高だ
と思い「少し高い」にしま
した！

岡山のようにご当地グルメ
とコラボ企画をもっとやっ
てほしいです

男女混合で人数の多い団体
は新鮮でとても楽しかった
です！周りを誘う時に西宮
の試合等含めて１人3500円
以内だったら行きたいとい
う声もちらほらありまし
た！でもコロナ禍で試合が
少ないので今は参加費が高
くても参加者は集まる気も
します！

9/29/2021 7:38:37 翔平の足、軽い肉離れ中 30～34歳 50 少し高い タイブレークの試合

本戦から4ゲームになった
り、タイブレークだけにな
ったりで、もっと試合をき
ちんとした形でしたかっ
た。
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