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インスピリッツの増田です。
今回の chain カップで、Chain 村上さん、joint Sports 澤田さんと一緒に大会を開催させて頂きます。
Chain カップ群馬大会の運営をお手伝いさせて頂き、そのときの感動が忘れられませんでした。
お祭りのようなワクワク感、ドキドキ感、人と人との繋がりを作りやすい工夫が沢山なされていました。
パンフレットに参加者のプロフィールが載っているのも、最高でした！
インスピリッツテニスクラブの試合に来て下さっている方にも是非体験して頂きたい！と思い、今回一緒に関わらせ
て頂いています。

色々な方と出会い繋がりが持てることを楽しみにしています。

この度は Chain Cup 埼玉 festival にご参加いただき本当にありがとうございました。
埼玉での大会は初の試みとなり、インスピリッツテニスクラブさんとも、今回が初の共同開催イベントとなりました。
更に過去最大規模となる 30 面展開の大会ということもあり、皆様に行き届かないところがございましたらこの場を
借りてお詫び申し上げます。

当日がどんな雰囲気の大会になるのか、この文章を書いている今は、不安 50%、期待 50% と珍しく心配の大きな大
会となったことは、この先も忘れない思い出になると思います。
ご参加いただきました皆様にとってはどのような大会になったでしょうか？今日この日を目一杯楽しんでいただき、

記憶に残る思い出となれば全ての努力が報われる次第でございます。

また、ここ大宮健保グランドテニスコートは 106 面を要する日本最大規模の会場です。
この先何年掛かるか分かりませんが、この会場一杯にテニスファンが集まり、日本一盛り上がる大会を開催したいと思います。それまで皆
様にお付き合いいただけると何よりの幸せです。
5 年後、10 年後、15 年後、、歳と共に良い思い出を積み重ねた皆様とまた会えることを楽しみにしております。

関わる全ての方が、楽しく、想い出たくさんの時間を過ごせるよう、一緒に盛り上げていきましょう！
どうぞよろしくお願い致します。

Joint Sports 代表 / 澤田明伸

インスピリッツテニスクラブ代表 / 増田吉彦

●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。
●個人情報の照会・訂正・削除に関するお問合せ先      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chain事務局　info@win-win-tennis.com

公式サイトは「Chain-tennis」

団体戦のご質問は以下にお問い合わせ下さい。
【LINE@】@Chain-tennis
【Mail】info@win-win-tennis.com・info@joint-sports.jp

個人戦へのご質問は、以下サイトの問い合わせフォームから
お問い合わせください。

http://inspirits-tennis-club.com/【HP】

エントリー開始
団体戦 8月 15日～
男子シングルス 9月 15日～

初開催地・過去最大規模

@大宮けんぽグラウンドテニスコート30面使用

Chain Cup
Saitama Festival

【主　　催】Chain、Joint Sports、インスピリッツテニスクラブ
【協　　賛】KASA、テニスベア、EternalSports、HEAD Japan、
　　　　　　グローブライド株式会社、ralosso、ラケットマイスター、
　　　　　　株式会社ダンロップスポーツマーケティング、
　　　　　　株式会社アムスコーポレーション、THE PORK FACE、
　　　　　　文明堂のあおぞら工房、blan&co.、与野第一ホテル、
　　　　　　県南交通、Admiral[順不同]
【日　　時】2021年11月6日(土)～7日(日) 
　　　　　　受付7:00-7:40/アップ7:00-7:50/試合開始8:00
【住　　所】〒331-0065　埼玉県さいたま市西区二ツ宮113-1
【試合形式】6ゲーム先取 / ノーアド / 5-5タイブレーク

全参加者プロフィール収録の大会パンフレット
の表紙デザインはKASAさんに描いて頂きます。

特別企画開催！

メーカー特別イベント開催！

キッチンカーも複数出店予定！

宮澤盛男さん(Tennis Biz)
インスピリッツかなさん(かなチャレ)

※出演者は変更の可能性有。

団体戦やシングルスに参戦するテニスYouTuberもいるかも⁉

超初級～初中級中級～オープン

両大会とも最低 3試合予定

勝っても負けても1日楽しめる様々なイベント
・テニスYouTuberに挑戦
・メーカーコラボ
・コンソレトーナメント開催
・スピードガンコンテストetc
・テニスYouTuber佐藤翔吾選手参戦！
　予選リーグ後、順位別トーナメント
　参加費6,000円/人

男子シングルス個人戦
～勝っても負けても1日楽しめる大会～

各
64
人

定員

１１/６（土) １１/7（日)

各種イベントは
団体戦の参加者も
参加できますよ

★

両日最低 3試合予定

女D 男D 女D 男D 混D

クロスオーバーカップ
～世代を超えた団体戦～

　　▶壮年　45歳以上（1977年4月1日以前生）
　　▶一般　年齢制限なし
　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
　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
　参加費80,000円/チーム

一般 一般 壮年 壮年 一般＆壮年

16
チー
ム

定
員

5本目の組み合わせは以下のどちらか
一般男性×壮年女性 or 壮年男性×一般女性

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
→つまり３勝が勝利条件　

★

★

トリプルミックス団体戦
～ガチ＆エンジョイ～

オープンクラス

1チーム計6名以上(原則男女各3名以上）
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
参加費48,000円/チーム

両日最低 3試合予定

16
チ
ー
ム

定
員

★

★

混D 混D 混D

都知事杯形式!!

一般 一般 一般
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このたびは、Chain Cup（初の）埼玉大会に参戦頂きまして、ありがとうございます。
Chain の活動を始めて７年目となりますが、多くの " テニス大好きな " 愛好家の皆さまに支えられてなんとかやって
これました。その中で、Joint Sports 澤田さんや、インスピリッツ増田さん、多くのスタッフの方々、今回コラボし
て下さるメーカーさんやテニス YouTuber の皆さま、そして御協賛して下さった企業さま等、いろいろな方の御力を
お借りし、少しずつではありますが、できることや生み出すパワーが大きくなってきた手応えがあります。
とはいえ、目標にはまだまだまだまだ、これからです。
今回は、この大宮健保グランド 106 面貸し切って満員の大会を開催する大きな第一歩。
そんな第一歩を皆さんと一緒に踏み出せることができ、とても幸せです。

Chain 代表 / 村上大



・クラブハウスはトイレ・更衣室・シャワー・自販機使用時のみ入室可。
・ゴミは各自ご自宅で処理をお願い致します。
・施設内での怪我・事故等は責任を負いかねます。

第 1入口

団
体
戦P

団体戦 P

個
人
戦P

個
人
戦P

団体戦エリア

個人戦エリア

キッチンカー
イベントコート
（13時開始予定）

本部
メーカーブース

食券
(キッチンカー )

更衣室
シャワー

≪会場諸注意≫　

■会場マップ ■イベント案内

タクシーのご用命は・・・
０１２０−２０−３８２２
県南交通株式会社
2 3
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・2 日間かけて、全７チームの総当たり戦を行う。
・壮年女 D、壮年男 D、一般女 D、一般男 D、混合 D（男 / 一般 × 女 / 壮年ペアか、女 / 一般 × 男 / 壮年ペア）の計 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〕壮年女 D →壮年男 D →一般女 D →一般男 D →混 D
〔重複出場〕重複者は必ず混 D に出場。かつ同対戦中、重複は 2 種目までとする

・対戦前にオーダー用紙を記入し、試合前にコートで整列してオーダーを発表後、相手チームと交換する
・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 /5-5 タイブレーク
・チェンジサイドの際、各コートのスコアボードの更新をお願いします。（左側がリーグ表の上のチーム）

・各コートのネット横に、新球の入った袋を設置。
・試合はすべて新球を使用。試合で使用した球は、試合終了後に元の袋に戻す。
・ボールがロストした場合、2 ゲーム目までなら新球を出し、それ以降にロストした場合は他のセットボールで試合を続ける。

・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＞じゃんけん

・勝利チームが交換したオーダー用紙に自チームのオーダーとスコアを全て記入して大会本部に報告

≪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≫

■進行・ルール　( クロスオーバーカップ )
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■リーグ表

トリプルMIX団体戦
Aリーグ スマ Ri 豆大 パパ あど 勝敗 得失S 得失G 順位

スマイリー A1 A6 A9 A3

Richmond A1 A4 A7 A10

豆大福 A6 A4 A2 A8

パパイヤなかいし A9 A7 A2 A5

あどばんてーじ A3 A10 A8 A5

Bリーグ I for 酒の しん 即席 ONC 勝敗 得失S 得失G 順位

I formation B1 B6 B9 B3

酒の戦闘力は53万 B1 B4 B7 B10

しんごさんしか勝たん！ B6 B4 B2 B8

即席ラーメン B9 B7 B2 B5

ONC B3 B10 B8 B5

クロスオーバーカップ
黄桃 ぱど シチ ファ テニ クラ D& 勝敗 得失S 得失G 順位

黄桃檸檬 1 8 15 18 11 4

ぱどりんぐ愛好会バイプレーヤーズ 1 5 9 12 19 16

シチズン高田馬場 8 5 2 20 17 13

ファルコンズサポーターズ 15 9 2 6 14 21

テニスベア 18 12 20 6 3 10

クラッシャーズ 11 19 17 14 3 7

D&シモベーズ 4 16 13 21 10 7

1,2位トーナメント 1R ① ②
優勝

2R ③ ④

3
1 2

A1位 B2位 A2位 B1位
4

3位決定

3~5位トーナメント 1R ① ②
優勝

2R ③ ④ ⑤
3R ⑥ ⑦

⑥
3位決定

③ ④
① ② ⑦

A3位 bye A5位 B4位 A4位 B5位 bye B3位 ③負け④負け
⑤

5位決定

■タイムライン ( クロスオーバーカップ )
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11月7日（タイムライン）
16区画 Sフィールド

8:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

ラケット
マイスター

12 12 13 13 待機
チーム
アップ
コート

① ① 14 14 ② ② 1 2
8:40

12 12 13 13 ① 14 14 ② 1 2
9:20

12 ⑤ 13 14 ③ ④ 1 2
10:00

⑤ 15 15 16 16 17 17 17 ③ ④ 3 4
10:40

⑤ 15 15 16 16 16 17 17 ③ ④ 3 4
11:20

15 19 19 18 18 18 ⑥ ⑦ 3 4
12:00

21 21 19 19 19 18 18 ⑥ ⑦
12:40

21 21 20 20 20 ⑥ ⑦
13:20

21 20 20
14:00

14:40

15:20
16:00

※アップコートは待機チーム優先。ストレートラリーでお願いします。試合の邪魔にならないよう注意してください。

11月6日（タイムライン）
16区画 Sフィールド

8:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

A1 A1 A2 B1 B1 待機
チーム
アップ
コート

1 1 B2 B2 2 2 3 3
8:40

A1 A2 A2 B1 1 1 B2 2 2 3 3
9:20

A3 A3 A4 B3 B3 1 B4 B4 2 3
10:00

A3 A4 A4 B3 4 4 4 B4 5 5 6 6
10:40

A5 A5 A6 B5 B5 4 4 5 B6 B6 5 5 6 6
11:20

A5 A6 A6 B5 8 7 7 B6 8 8 6
12:00

A7 A7 A8 B7 B7 7 7 7 B8 B8 8 8 9 9
12:40

A7 A8 A8 B8 B7 10 10 10 11 11 9 9
13:20

A9 A9 A10 B9 B9 10 10 11 11 11 B10 B10 9
14:00

A9 A10 A10 B9 B10
14:40

15:20
16:00

※アップコートは待機チーム優先。ストレートラリーでお願いします。試合の邪魔にならないよう注意してください。

クロスオーバーカップ



チーム紹介　　　　　　　　　　　クロスオーバーカップ
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）主なテニス活動エリア　（４）プレースタイル（５）一言（今大会の目標や趣味特技などについて）

[ 壮年 ][ ７日 ]
(1) 山下 正樹
(2) ヤマシタ マサキ
(3) 埼玉県三郷市
(4) サーブアンドボレー
(5) みんな仲良く楽しみたい

[ 一般 ][ ６日 ]
(1) 江戸 左門　
(2) えど さもん
(3) ボールが飛び交う所
(4) エレガント
(5) 独り身が沁みる季節

[ 壮年 ][ ６日 ]
(1) 佐藤 久美
(2) さとう ひさみ
(3) 埼玉県
(4) 高速ストローク＆ドロップ
(5) 楽しみにしてます

[ 壮年 ][ ６日 ]
(1) 島村 洋子
(2) しまむら ようこ
(3) ダブルス
(4) 埼玉県内
(5) 楽しく頑張ります

[ 壮年 ][ ６日 ]
(1) 渡邉 雅人
(2) わたなべ まさと
(3) 豊島区
(4) サーブ＆ステイ
(5) ヒザが痛い年頃

[ 一般 ][ ６日 ]
(1) 山中 裕太
(2) やまなか ゆうた
(3) 板橋区
(4) ベースライナー
(5) たのしみます。

[ 壮年 ]
(1) 冨田 恵未
(2) とみた えみ
(3) 埼玉県
(4) ストローカー
(5) 団体戦楽しみたいと思います !

[ 壮年 ]
(1) 佐々木 直人
(2) ささき なおと
(3) 神奈川県
(4) サーブアンドドロップ！
(5) 頑張ります

[ 壮年 ]
(1) 田代 尚美
(2) たしろ なおみ
(3) 神奈川県
(4) フリースタイル
(5) 頑張りま〜す !

[ 壮年 ][ ７日 ]
(1) 判澤 真由美
(2) ハンザワ マユミ
(3) 荒川区
(4) ストローカー
(5) 出来たら勝ちたい

1：黄桃檸檬 笑いを絶やさず、楽しくテニス !

[ 壮年 ]
(1) 柏木 鈴代
(2) かしわぎ すずよ
(3) 東京都
(4) 羽子板ボレー
(5) みんなで打ち上がりまひょ〜

[ 壮年 ]
(1) 田代 茂樹
(2) たしろ しげき
(3) 神奈川県
(4) フリースタイル
(5) 頑張りま〜す !

[ 壮年 ][ ７日 ]
(1) 坂本 俊一
(2) サカモト トシカズ
(3) 葛飾エリア（東・北・南）
(4) 柔よく剛を制す？
(5) 怪我なく楽しむ
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2：ぱどりんぐ愛好会バイプレーヤー オーバークロスなので、初めて団体戦出る方々が多くて楽しみです！

[ 壮年 ][ ７日 ]
(1) 大槻 吉毅
(2) オオツキ ヨシタケ
(3) 千葉
(4) メンタル次第
(5) 大丈夫かな？

[ 壮年 ]
(1) 林 裕美
(2) ハヤシ ヒロミ
(3) 船橋、習志野、市川
(4) 直感型 ( 笑 )
(5) ケガをしない！

[ 壮年 ]
(1) 神崎 知佐子
(2) カンザキ チサコ
(3) 千葉
(4) 攻めのスタイル
(5) 団体戦久しぶりなので頑張りま
す！

[ 一般 ]
(1) 尾崎 嘉洋
(2) オザキ ヨシヒロ
(3) ほぼ千葉
(4) 逆に何なのか知りたい
(5) 楽しく頑張ります！

[ 一般 ]
(1) 尾崎 直美
(2) オザキ ナオミ
(3) 千葉県
(4) チキり系
(5)2 日間宜しくお願いします！！

[ 壮年 ]
(1) 柳沼 圭一
(2) ヤギヌマ ケイイチ
(3) 千葉県
(4) 浅ぁ〜く浅ぁ〜く、色んなプレイ
(5) 目先のポイントに集中

[ 壮年 ][ ６日 ]
（１）池田 浩一
（２）イケダ コウイチ
（３）千葉県
（４）ベースライナー
（５）ボレーヤーにトライ！

[ 一般 ]
(1) 本田 未夢 (2) ホン ダミム
(3) 千葉中心です。
(4) ボレーをスマッシュに持っていき
ます。
(5)2 日間走りまくります、たくさん
拾います。いろんな人とテニスでき
るの楽しみ。

[ 一般 ]
(1) 北原 祥伍
(2) キタハラ ショウゴ
(3) 千葉県
(4) フェンス直撃系
(5) 楽しみます！

チーム紹介　　　　　　　　　　　クロスオーバーカップ
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）主なテニス活動エリア　（４）プレースタイル（５）一言（今大会の目標や趣味特技などについて）

3：シチズン高田馬場 閉会した高田馬場シチズンテニススクールのメンバーで、試合を楽しみたいです♪

[ 壮年 ]
(1) 久保田 雅彦
(2) クボタ マサヒコ
(3) 中野区、豊島区
(4) バックハンドスライス！
(5) ダブルフォルトをしないで、ゲー
ムメイク！

[ 壮年 ]
(1) 久保田 真理
(2) クボタ マリ
(3) 東京都
(4) ペアにお願い！
(5) 怪我せずエンジョイ！ チームメ
ンバーの足を引っ張らないように精
一杯頑張ります！

[ 一般 ]
(1) 高安 拓弥
(2) タカヤス タクヤ
(3) 東京
(4) カウンター
(5) すみません！リハビリです！！

[ 一般 ]
(1) 松岡 美沙保
(2) マツオカ ミサホ
(3) 東京
(4) ベースライナー
(5) 暇な日は映画館によく出没します

[ 壮年 ]
(1) 馬場 泰行
(2) ババ ヤスユキ
(3) 東京近郊
(4) 前陣速攻型
(5) 耳を片方ずつ動かせる

[ 壮年 ]
(1) 塩見 珠花
(2) シオミ タマカ
(3) 東京
(4) 楽しんで勝つ！
(5) 団体戦大好き。緊張しないように
頑張ります！

[ 一般 ]
(1) 久保 良太
(2) クボ リョウタ
(3) 大井町
(4) サーブ＆ボレー
(5) エンジョイテニス

[

[ 壮年 ]
(1) 木本 めぐみ
(2) キモト メグミ
(3) 二子玉川・溝の口
(4) ベースライナー
(5) スクールの大会以外にはほぼ出た
ことがないので少し心配ですが、頑
張ります！

[ 一般 ]
(1) 松本 晃
(2) マツモト アキラ
(3) 東京
(4) オールラウンド
(5) 怪我をしない。

[ 一般 ]
(1) 高元 里奈
(2) タカモト リナ
(3) 都内
(4) ベースライナー
(5) 久しぶりの試合ですが緊張しすぎ
ずリラックスして、自分のペースで
精一杯頑張ります！
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■チーム一覧　( クロスオーバーカップ )

チーム名 代表者 チームメンバー

黄桃檸檬 柏木鈴代
田代茂樹、坂本俊一、山下正樹、渡邉雅人、佐々木直人、江戸左門、山中裕太 
田代尚美、佐藤久美、冨田恵未、判澤真由美、島村洋子、柏木鈴代

ぱどりんぐ愛好会バイプレーヤーズ 尾崎嘉洋
尾崎嘉洋、柳沼圭一、大槻吉毅、北原祥伍 
神崎知佐子、尾崎直美、本田未夢、林裕美

シチズン高田馬場 久保田雅彦
久保田雅彦、高安拓弥、馬場泰行、久保良太、松本晃 
高元里奈、久保田真理、松岡美沙保、木本めぐみ、塩見珠花

ファルコンズサポーターズ 木村俊
木村俊、岡部 正治、内田雄、米原善郎、杉山智昭、森本裕介、榎原靖、宮下耕治、小山 慶一郎 
渡邉照世、松井彩花、柴田実紀、牧野美和、森本真唯、岡部智子

テニスベア 増原裕之
増原裕之、田中健祐、澤田 明伸、寺島浩、富田直樹、島田顕治、日高明男、村上大 
保坂明美、日熊雅美、富田美澄、たかすぎみわこ、

クラッシャーズ 吉田亘
吉田亘、流主樹、木村勉、志村風信、吉野潤、松前大樹、市本悠理 
斉藤紅梅、沢出亜矢子、若山仁美、菅澤理恵、中田富子

D&シモベーズ 瀬端 璃和
瀬端璃和、大竹史郎、春山智紀、長山稔 
安井 正美、坂田利永、宮岡祐子、野澤 ひとみ、松岡成美

1



チーム紹介　　　　　　　　　　　クロスオーバーカップ
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）主なテニス活動エリア　（４）プレースタイル（５）一言（今大会の目標や趣味特技などについて）

5：テニスベア この大会に勝つために集められた精鋭チーム

[ 壮年 ]
(1) 澤田 明伸
(2) サワダ アキノブ
(3) 川崎市
(4) ヘルニアケア
(5) 主催なのに出ちゃいました！

[ 一般 ]
(1) 村上 大 (2) ムラカミ 
スグル (3) 大阪池田市、
全国にも出没
(4) ネ バ ネ バ シ コ シ コ
チョリチョリ
(5) 運営も試合も楽しみ
たい。Chain の YouTube
チャンネル、登録お願い
します〜 \( ˙-˙ )/ ﾜｰｲ

[ 壮年 ]
(1) 保坂 明美
(2) ホサカ アケミ
(3) 千葉県
(4) ゆるふわサーブ＆ボ
レー
(5) 楽しいテニスが一番
です

[ 一般 ][6 日 ]
(1) 杉山 恵玲奈
(2) スギヤマ エレナ
(3) 青山、日吉
(4) 日没までラリー系
(5) ボレー決めます！

[ 壮年 ][6 日 ]
(1) たかすぎみわこ
(2) タカスギ ミワコ
(3) 都内各所
(4) 気持ちでプレイ !
(5) 勝ちと笑いに貢献し
たい…

[ 壮年 ][7 日 ]
(1) 松田 海
(2) マツダ カイ
(3) 平和島、馬込、世田谷
(4) ストローク大好き
(5) 怪我しないように気をつけます。

[ 壮年 ]
(1) 寺島 浩
(2) テラシマ コウ
(3) 江戸川・市川・浦安
(4) ストローカー
(5) ハゲしいテニスはできません。

[ 一般 ]
(1) 増原 裕之
(2) マシハラ ヒロユキ
(3) 東京
(4) 強気なフォアの１点張り！
(5) テニスベア、インストールしてく
ださい！

[ 壮年 ]
(1) 日熊 雅美
(2) ヒグマ マサミ
(3) 千葉県
(4) いま式で…「ネッ
トラッシャー」^^;
(5) 目標 :3 勝！趣味特
技 : 断捨離

[ 壮年 ][6 日 ]
(1) 島田顕治
(2) シマダ ケンジ
(3) 東京、神奈川
(4) オヤジテニス
(5) 沢山いい汗をかきたい！

[ 一般 ]
(1) 富田 直樹
(2) トミタ ナオキ
(3) 横浜市
(4) ネットプレー
(5)2 日目に佐藤プロイ
ベントやってます♪

[ 一般 ]
(1) 田中 健祐
(2) タナカ ケンスケ
(3) 関東ならどこでも
(4) 強打しない
(5) チームメンバーと仲良くする

[ 壮年 ]
(1) 富田 美澄
(2) トミタ ミト
(3)Yokohama
(4) スカイボレー
(5) 絶対大丈夫！腹く
くっていったれぃ

[ 一般 ]
(1) 日高 明男
(2) ヒダカ アキオ
(3) 日本全国
(4) サーブ＆サーブ
(5)enjoy play
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4：ファルコンズサポーターズ 老若男女 10 人揃えました。
飲み会なら強いですが、テニスはあまり無理しない範囲で頑張ります。

[ 壮年 ]
(1) 木村 俊
(2) キムラ　シュン
(3) 神奈川県および東京都
(4) 左利き
(5) 怪我の無いよう楽しみたいです。

[ 壮年 ]
(1) 榎原 靖
(2) エハラ ヤスシ
(3) 東京、神奈川、和歌山
(4) 老獪
(5) 無理しない

[ 一般 ]
(1) 杉山 智昭
(2) スギヤマトモアキ
(3) 神奈川県
(4) ベースライナー
(5) 勝って飲む！

[ 一般 ]
(1) 小山 慶一郎
(2) コヤマケイイチロ
ウ
(3) 東京、埼玉
(4) どのプレーも中途
半端です
(5) 一勝はしたいです

[ 壮年 ]
(1) 柴田 実紀
(2) シバタ ミキ
(3) 川崎
(4) ストローカー
(5) 試合復帰にむけて
がんばります！

[ 一般 ]
(1) 松井 彩花
(2) マツイアヤカ
(3) 千葉県
(4) ベンチからの応援
(5) 足つりません！

[ 壮年 ][ ６日 ]
(1) 米原 善郎
(2) ヨネハラ ヨシオ
(3) 神宮テニスクラブ
(4) ネットプレイ
(5)Just enjoy !!

[ 壮年 ][ ７日 ]
(1) 内田 雄
(2) ウチダ タケシ
(3) 湘南
(4) 矢倉囲い
(5) マッチポイントは、バックハンド
のダウンザライン

[ 壮年 ]
(1) 渡邉 照世
(2) ワタナベ テルヨ
(3) 東京都
(4) オールラウンド
(5)Enjoy テニス

[ 一般 ]
(1) 岡部 智子
(2) オカベ トモコ
(3) 東京、神奈川
(4) 粘り
(5) 怪我しないように
気をつけます

[ 壮年 ]
(1) 岡部 正治
(2) オカベ マサハル
(3) 東京、神奈川
(4) ハッタリオンリー
(5) 久しぶりなので、思い出しなが
ら、、、ですね

[ 一般 ]
(1) 森本 裕介
(2) もりもとゆうすけ
(3) 東京、埼玉 ( 電車範囲内 )
(4) 取り敢えず打つ
(5) 走り回ります

[ 壮年 ]
(1) 牧野 美和
(2) マキノ ミワ
(3) 東京と名古屋
(4) ストローカー
(5) 楽しみます♪

[ 一般 ]
(1) 森本 真唯
(2) モリモト マイ
(3) 東京
(4) がん詰めボレー
(5) イージーミスをなく
したいです。

チーム紹介　　　　　　　　　　　　クロスオーバーカップ
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）主なテニス活動エリア　（４）プレースタイル（５）一言（今大会の目標や趣味特技などについて）

7：D& シモベーズ
[ 一般 ]
(1) 瀬端 璃和
(2) セバタ リオ
(3) 関東
(4) オールラウンダー
(5) 勝てるといいな。

[ 一般 ]
(1) 長山 稔
(2) ナガヤマ ミノル
(3) イスカンダル
(4) いてまえ打線
(5) やってみせ、言って聞かせて、さ
せてみせ、ほめてやらねば、人は動
かじ

[ 一般 ]
(1) 田中 優作
(2) タナカ ユウサク

[ 壮年 ]
(1) 宮岡 祐子
(2) ミヤオカ ユウコ
(3) 埼玉県内
(4) 平行陣
(5) 団体戦なので楽しみたいです。

[ 壮年 ]
(1) 大竹 史郎
(2) オオタケ シロウ
(3) さいたま市
(4) サーブ＆ボレー
(5) 無理しないで、1 歩でも多く、ボー
ルに近づく

[ 壮年 ][ ６日 ]
(1) 坂田 利永
(2) サカタ トシエ
(3) 埼玉県内
(4) 平行陣
(5) 楽しんでプレーしたいです！

[ 壮年 ]
(1) 野澤 ひとみ
(2) ノザワ ヒトミ
(3) さいたま市
(4) よく分からない。
(5) やりたいことできるといいなあ。

[ 壮年 ]
(1) 春山 智紀
(2) ハルヤマ トモノリ
(3) 行けるところ
(4) 見てるだけ
(5) 自分に失望しても絶望はしない。

[ 壮年 ]
(1) 安井 正美
(2) ヤスイ マサミ
(3) さいたま市
(4) ハーフボレーで前へ
(5) やりたい事をやる！

[ 壮年 ][ ７日 ]
(1) 松岡 成美
(2) マツオカ ナリミ
(3) 草加市、越谷市
(4) なるべく平行陣にしたい
(5) 慌てず、焦らず
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6：クラッシャーズ
[ 壮年 ]
(1) 吉田 亘
(2) ヨシダ ワタル
(3) 埼玉
(4) オールラウンダー
(5) がんばります。

[ 一般 ]
(1) 松前 大樹
(2) マツマエ ヒロキ
(3) 関東
(4) ボレー多め
(5) 頑張ります！

[ 一般 ]
(1) 市本 悠理
(2) イチモト ユウリ
(3) 東京、埼玉、千葉、神奈川
(4) 根性テニス
(5) 走って走って走り抜きます

[ 壮年 ]
(1) 中田 富子
(2) ナカタ トミコ
(3) 東京都
(4) ストローク
(5) 頑張ります

[ 壮年 ]
(1) 木村 勉
(2) キムラ ツトム
(3) 荒川区周辺
(4) サーブ & ボレー
(5) 楽しく

[ 一般 ]
(1) 流 主樹
(2) ナガレ カズキ
(3) 千葉
(4) ボレーヤー
(5) 頑張ります

[ 壮年 ]
(1) 菅澤 理恵
(2) スガサワ リエ
(3) 東京、千葉
(4) ガッツリペアに頼り系プレー
(5) 世代を越えた仲間との団体戦楽し
みです！

[ 一般 ]
(1) 若山 仁美
(2) ワカヤマ ヒトミ
(3) 神奈川
(4) 下半身遠心力打法
(5) 楽しみです！頑張ります！！

[ 一般 ]
(1) 志村 風信
(2) シムラ フウシン
(3) 千葉
(4) 声出し
(5) 楽しむ

[ 一般 ]
(1) 吉野 潤
(2) ヨシノ ジュン
(3) 東京
(4) ゆっくりと
(5) 宜しくお願いします

[ 壮年 ]
(1) 斉藤 紅梅
(2) サイトウ コウバイ
(3) 東京
(4) 楽しく
(5) 頑張ります。

[ 一般 ]
(1) 沢出 亜矢子
(2) サワイデ アヤコ
(3) 千葉
(4) 両方
(5) がんばります＼ (^^) ／

enjoy しながら勝ちにいこう！お笑いテニスもやっていこう！



・初日は、全 10 チームが、5 チームずつのリーグに分かれて予選リーグを実施
・二日目は、上位トーナメント（予選 1 ～ 2 位 / 計 4 チーム）と、下位トーナメント（予選 3 ～ 5 位 / 計 6 チーム）を実施
〔試合順〕混 D3 →混 D2 →混 D1
〔勝敗〕2 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）
〔重複出場〕やむを得ず重複して出場する場合（原則重複出場は不可）
　→重複出場者は D3 と D1 で出場のこと
　→一番良いスコアで勝利した試合を 0-6 扱いとして集計（つまり 3 勝が勝利条件）

・対戦前にオーダー用紙を記入し、試合前の整列時に発表・相手チームと交換する
・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 /5-5 タイブレーク
・チェンジサイドの際、各コートのスコアボードの更新をお願いします。（左側がリーグ表の上、トーナメントの左のチーム）

・各コートのネット横に、試合球の入った袋を設置。
・試合はすべて新球を使用し、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、2 ゲーム目までなら新球、それ以降のロストは他のセットボールで試合を続ける。

・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＞じゃんけん

・勝利チームが交換したオーダー用紙に自チームのオーダーとスコアを全て記入して大会本部に報告

≪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≫

■進行・ルール　( トリプル MIX 団体戦 )
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トリプルMIX団体戦
Aリーグ スマ Ri 豆大 パパ あど 勝敗 得失S 得失G 順位

スマイリー A1 A6 A9 A3

Richmond A1 A4 A7 A10

豆大福 A6 A4 A2 A8

パパイヤなかいし A9 A7 A2 A5

あどばんてーじ A3 A10 A8 A5

Bリーグ I for 酒の しん 即席 ONC 勝敗 得失S 得失G 順位

I formation B1 B6 B9 B3

酒の戦闘力は53万 B1 B4 B7 B10

しんごさんしか勝たん！ B6 B4 B2 B8

即席ラーメン B9 B7 B2 B5

ONC B3 B10 B8 B5

クロスオーバーカップ
黄桃 ぱど シチ ファ テニ クラ D& 勝敗 得失S 得失G 順位

黄桃檸檬 1 8 15 18 11 4

ぱどりんぐ愛好会バイプレーヤーズ 1 5 9 12 19 16

シチズン高田馬場 8 5 2 20 17 13

ファルコンズサポーターズ 15 9 2 6 14 21

テニスベア 18 12 20 6 3 10

クラッシャーズ 11 19 17 14 3 7

D&シモベーズ 4 16 13 21 10 7

1,2位トーナメント 1R ① ②
優勝

2R ③ ④

3
1 2

A1位 B2位 A2位 B1位
4

3位決定

3~5位トーナメント 1R ① ②
優勝

2R ③ ④ ⑤
3R ⑥ ⑦

⑥
3位決定

③ ④
① ② ⑦

A3位 bye A5位 B4位 A4位 B5位 bye B3位 ③負け④負け
⑤

5位決定

■タイムライン ( トリプル MIX 団体戦 )
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11月7日（タイムライン）
16区画 Sフィールド

8:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

ラケット
マイスター

12 12 13 13 待機
チーム
アップ
コート

① ① 14 14 ② ② 1 2
8:40

12 12 13 13 ① 14 14 ② 1 2
9:20

12 ⑤ 13 14 ③ ④ 1 2
10:00

⑤ 15 15 16 16 17 17 17 ③ ④ 3 4
10:40

⑤ 15 15 16 16 16 17 17 ③ ④ 3 4
11:20

15 19 19 18 18 18 ⑥ ⑦ 3 4
12:00

21 21 19 19 19 18 18 ⑥ ⑦
12:40

21 21 20 20 20 ⑥ ⑦
13:20

21 20 20
14:00

14:40

15:20
16:00

※アップコートは待機チーム優先。ストレートラリーでお願いします。試合の邪魔にならないよう注意してください。

11月6日（タイムライン）
16区画 Sフィールド

8:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

A1 A1 A2 B1 B1 待機
チーム
アップ
コート

1 1 B2 B2 2 2 3 3
8:40

A1 A2 A2 B1 1 1 B2 2 2 3 3
9:20

A3 A3 A4 B3 B3 1 B4 B4 2 3
10:00

A3 A4 A4 B3 4 4 4 B4 5 5 6 6
10:40

A5 A5 A6 B5 B5 4 4 5 B6 B6 5 5 6 6
11:20

A5 A6 A6 B5 8 7 7 B6 8 8 6
12:00

A7 A7 A8 B7 B7 7 7 7 B8 B8 8 8 9 9
12:40

A7 A8 A8 B8 B7 10 10 10 11 11 9 9
13:20

A9 A9 A10 B9 B9 10 10 11 11 11 B10 B10 9
14:00

A9 A10 A10 B9 B10
14:40

15:20
16:00

※アップコートは待機チーム優先。ストレートラリーでお願いします。試合の邪魔にならないよう注意してください。

トリプル MIX 団体戦



A4：パパイヤなかいし
(1) 門井 高憲
(2) カドイ タカノリ
(3) 中野区
(4) サーブ & ボレーヤー
(5) 全 て の ボ ー ル に 一 球 入
魂！声が枯れるくらい吠えま
す！
(1) 小山 愛理
(2) コヤマ エリ
(3) 呼ばれた場所
(4) 基本両手
(5) 走る走る〜

(1) 名賀石 融
(2) ナカイシ トオル
(3) 中野区、新宿区、松戸市
(4) フォアハンドのみ
(5) バックハンド一切打てま
せん！フォアのみで頑張りま
す！
(1) 島本 千愛
(2) シマモト チヨリ
(3) 東京都
(4) マン振り
(5) 走れません

(1) 谷越 圭太
(2) タニコシ ケイタ
(3) 東京都大田区付近
(4) ボレーヤー
(5) 二 日 間 バ テ ず に や り き
る！

(1) 大畠 菜摘
(2) オオハタ ナツミ
(3) 埼玉近辺
(4) ポーチの神
(5) 掲載する写真は事務所を
通してください。。。
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A5：あどばんてーじ
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(1) 渡辺 泰介
(2) ワタナベ タイスケ
(3) 茨城、埼玉
(4) ノリと勢い
(5) フォアの打ち方忘れまし
た

(1) 山本 志寿香
(2) ヤマモト シズカ
(3) 東京
(4) オールラウンダー
(5) 怪我しない。

(1) 丸山 祐人
(2) マルヤマ ユウト
(3) 東京
(4) アグレッシブベースライ
ナー
(5) 交差点の待ち時間で素振
りしがち
(1) 奥澤 真央
(2) オクサワ マオ
(3) 東京
(4) 最近ボレーが好き
(5)ミックス3本って初めて！

(1) 松本 大揮
(2) マツモト ダイキ
(3) 千葉県
(4) ばこってミスるタイプ
(5) 今後の目標は転職です。

(1) 丸山 葵
(2) マルヤマ アオイ
(3) 東京
(4) あ
(5) 頑張ります

A2：Richmond 楽しむぞー

(1) 手塚 智子
(2) テヅカ トモコ
(3) 東京
(4) なんとなく
(5) シャンパーニュ好き

(1) 本間 秀樹
(2) ホンマ ヒデキ
(3) 東京埼玉
(4) 模索中
(5) とにかく楽しむ！

(1) 紫藤 恵子
(2) シドウ ケイコ
(3) 東京都
(4) 守りです
(5) 仲間に入れてくれてあり
がとうございます、

(1) 斉田 芳久
(2) サイダ ヨシヒサ
(3) 神宮
(4) スピン好き
(5) 頑張りますよ　もう 40 年
以上やってんだし

(1) 大橋 明子
(2) オオハシ アキコ
(3) 港区品川区
(4) ストローカー
(5) ボレーとスマッシュもっ
と頑張ります♥️

(1) 斉田 智明
(2) サイダ トモアキ
(3) ウィンブルドン
(4) フェデラー
(5) 高尚な退屈しのぎ

(1) 栗田 安澄 (2) クリタ アズミ
(3) 埼玉、東京
(4) オールラウンダー（と、周
りから言われます w）
(5) 皆んなで参加する初めての
団体戦なので、楽しく怪我なく、
その上で勝利を勝ち取りたいと
思います

A3：豆大福
(1) 岡村 あゆみ
(2) オカムラ アユミ
(3) 埼玉、千葉
(4) 模索中
(5) 楽しみたいです♩精一杯
頑張ります！

(1) 鈴木 将之
(2) スズキ マサユキ
(3) 東京、横浜
(4) ストローカー
(5) そろそろ本気だす！！

(1) 髙橋 夏帆
(2) タカハシ カホ
(3) 神奈川
(4) オールラウンダー
(5) たくさん走ります

(1) 門田 拓真
(2) カドタ タクマ
(3) 東京
(4) シコラー
(5) 熱盛！！！

(1) 笹治 良太郎
(2) ササジ リョウタロウ
(3) 大田区、世田谷区
(4) ベースラインで安定感の
あるプレー
(5) １試合でも多く勝つ！ボ
レーで決める！

(1) 小田原 達矢
(2) オダワラ タツヤ
(3) 都内
(4) フォアハンド
(5) 優勝！

(1) 後藤 祐香
(2) ゴトウ ユウカ
(3) 東京、千葉
(4) ネットプレーが好き
(5) チームに貢献できるよう
に頑張ります！

チーム名 代表者 チームメンバー

スマイリー 清水知由 小枝竜也、壁田貴明、細谷柊生、佐藤京介、前川真一、寺田真織、村上夏海、辻市愛実、清水知由、本郷瞳

Richmond 本間秀樹 本間秀樹、斉田智明、斉田芳久、栗田安澄、大橋明子、手塚智子

豆大福 岡村あゆみ 門田拓真、小田原達矢、鈴木将之、笹治良太郎、後藤祐香、岡村あゆみ、髙橋夏帆

パパイヤなかいし 門井高憲 門井高憲、谷越圭太、名賀石融、大畠菜摘、小山愛理、島本千愛

あどばんてーじ 渡辺泰介 渡辺泰介、丸山祐人、松本大揮、山本志寿香、奥澤真央、丸山葵

I formation 杉本一樹 杉本一樹、大野寛太、高山元希、古越諒、今野亜美、塚越茉美、國田有栞、高山佳純

酒の戦闘力は53万 神田和典 神田クララ和典、芦原宏昂、松岡史泰、熊倉大樹、武井祥子、多比良愛、寺井夏実、丸山万葉子

しんごさんしか勝たん！ 佐藤歩 佐藤歩、井上真吾、岡林浩輝、泉智恵帆、荒井唯衣、大熊渚

即席ラーメン 奥村由奈 奥村幸治、田中亮寛、村上寛人、奥村由奈、藤井里奈、田中愛香

ONC 二反田航 二反田航、渡辺 一貴、鈴木拓、田中功一、二反田はるか、田沼ひかり、永田夏帆

■メンバー一覧　( トリプル MIX 団体戦 )

一球入魂でいきます！
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A1：スマイリー 1 日目と 2 日目で 2 ペア入れ替えます！

(1) 清水 知由
(2) シミズ チヨリ
(3) 板橋区
(4) 適当
(5) 楽しく！怪我なく！ハイ☆
happy ！

(1) 前川 真一 [7 日 ]
(2) マエガワ シンイチ
(3)tokyo
(4) ストローカー
(5) カモーン！！！

(1) 辻市愛実 [6 日 ]

(1) 佐藤 京介 [7 日 ]
(2) サトウ キョウスケ
(3) 都内
(4) ボレーヤー
(5) 全部スマッシュ！！

(1) 壁田貴明 [6 日 ]

(1) 村上夏海 [6 日 ]

(1) 小枝 竜也
(2) コエダ リュウヤ
(3) 北区
(4) オール
(5) 終始イケメン維持 (ò_óˇ)

(1) 細谷柊生 [6 日 ]

(1) 本郷 瞳 [7 日 ]
(2) ホンゴウ ヒトミ
(3) 板橋区
(4) いつもニコニコ　ポー
チと犬が大好き
(5)100 回ラリー

(1) 寺田 真織 [7 日 ]
(2) テラダ マオリ
(3) 練馬
(4) 全力ストローカー
(5) ペアと笑顔で楽しく
(^^)
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B3：しんごさんしか勝たん！！
(1) 佐藤歩 (2) サトウアユム
(3) 週末東京、来年関東戻り
ま す (4) 飲 む、 音 楽、 吐 く　
3 種 の 神 器 (5)ChainCup に
参加出来て嬉しく思います！
コンセプトである『つながる』
を大切に色々な方と交流を深
めたいと思います！

(1) 荒井唯衣 (2) アライユイ
(3) 北区、墨田区、横浜、ク
リス笑
(4) ロブ、カラオケでのリバー
ス
(5)APEX、 チ ン チ ロ が 大 好
き！クライナーも大好き！

(1) 岡林 浩輝
(2) オカバヤシ ヒロキ
(3) 新宿区、駒沢公園、二子
玉川
(4) 前へ！前へ！
(5) サムズアップは俺のおも
ちゃだ！
(1) 泉智恵帆 (2) イズミチエ
ホ (3) 西東京
(4) 後衛守り、前衛攻めつま
りは SM どっちもいけます
(5) 現役から 2 年経って体が
鈍りに鈍ってますが、迷惑を
かけないよう頑張ります！

(1) 井上 真吾
(2) イノウエ シンゴ
(3) 錦糸町、南市川
(4) 浪速のアウトボクサー
(5) わての得意技はテキーラ
の早飲みや！

(1) 大熊 渚
(2) オオクマ ナギサ
(3) 試合会場のみ出現
(4) 他力本願
(5)iQOS と モ ー 娘。 大 好 き
です。コロナで太ったけど頑
張って動きます！

B2：酒の戦闘力は 53 万
(1) 神田 クララ和典
(2) クララ
(3) ロヴィング
(4) 手首七変化
(5) 酒の戦闘力 : クリリン級。
　一言 : 終わったら乾杯しま
しょう。

(1) 熊倉 大樹
(2) クマクラ ダイギ
(3) 上尾
(4) ガスケ
(5) 飲みまーす！

(1) 多比良 愛
(2) タイラアイ
(3) パデル東京
(4) 暴力、のちアングル。
(5) 酒の戦闘力 : セル級。
　一言 : 鏡月はチェイサー。

(1) 武井 祥子
(2) タケイ ショウコ (3) 東京都
(4) しなやかに全力疾走、あと
猫
(5) 酒の戦闘力 : 測定不能。特
技 : オートヘイブンレッカー
ズ で の 隠 密 発 電 機 回 し で す

（DBD）

(1) 芦原 宏昂
(2) アシハラ ヒロタカ
(3) 神奈川
(4) 暴力
(5) 酒の戦闘力 : フリーザ級。
　一言 : 二日酔いにならない！

(1) 寺井 夏実
(2) テライ ナツミ
(3) 横浜
(4) 二日酔いゲラストローカー
(5) 酒の戦闘力 : 魔神ブウ級。
　一言 : 飲みまーす！！

(1) 松岡 史泰
(2) マツオカ フミヤス
(3) 京王線
(4) 社長は激シコスタイル
(5) 酒の戦闘力 : ヤムチャ級。
　一言 : 事故がありませんよう
に。

(1) 丸山 万葉子
(2) マルヤマ マヨコ
(3) 豊島区・練馬区
(4) かき氷
(5) 酒の戦闘力 : チャオズ級。

チーム紹介　　　　　　　　　　　　トリプル MIX 団体戦
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B5：ONC
(1) 二反田 航 (2) ニタンダ ワ
タル (3) さいたま市
(4) ぴこぴこハンマー
(5) ハードコートは足を動か
さないといけないので嫌いで
す。クレーコートは汚れるの
で嫌いです。
(1) 田中 功一
(2) タナカ コウイチ
(3) ニュージーランド
(4) 北斗神拳
(5) お前はもう死んでいる

(1) 永田 夏帆
(2) ナガタ カホ
(3) 東京
(4) ボレー
(5) 頑張りたいです

(1) 渡辺 一貴
(2) ワタナベ カズキ
(3) 熊谷市
(4) チクチク刺す感じ
(5) 楽しくやります！

(1) 二反田 はるか
(2) ニタンダ ハルカ
(3) さいたま市
(4) ドッチボール最後の 1 人
になるタイプ
(5) ネイルが折れませんよう
に

(1) 鈴木 拓
(2) スズキ タク
(3) さいたま
(4) ドロップショット命！
(5) ド ロ ッ プ シ ョ ッ ト
命！！！

(1) 田沼 ひかり
(2) タヌマ ヒカリ
(3) ほぼ群馬
(4) わちゃわちゃ
(5) 楽しみたいです♪

B4：即席ラーメン
(1) 奥村 由奈
(2) オクムラ ユナ
(3) スポセン
(4) ストローク
(5) 怪我しないようにがんば
ります

(1) 田中 亮寛
(2) タナカ アキヒロ
(3) スポピ
(4) スローボーラー
(5) 走ります

(1) 村上 寛人
(2) ムラカミ ヒロト
(3) 東京
(4) ボレー多め
(5) 宜しくお願い致します！

(1) 藤井 里奈
(2) フジイ リナ
(3) 尾竹橋
(4) フォアのみ
(5) どろくさく、ねばっこく、
頑張ります

(1) 奥村 幸治
(2) オクムラ コウジ
(3) 東京
(4) 強い人の横でじっとしな
い
(5) おれについてこい

(1) 田中 愛香
(2) タナカ アイカ
(3) 東京
(4) フォアで攻める
(5) がんばりまうす

B1：I formation
(1) 高山 元希
(2) タカヤマ モトキ
(3) 成城
(4) 粘り強さ
(5) 優勝

(1) 大野 寛太
(2) オオノ カンタ
(3) 上尾市
(4) 全てドライブボレー
(5) 頑張ります

(1) 今野 亜美
(2) コンノ アミ
(3) 上尾市
(4) 豪腕のスーパーサーバー
(5) 頑張ります

(1) 塚越 茉美
(2) ツカゴシ マミ
(3) 上尾市
(4) 全てドロップボレー
(5) 頑張ります

(1) 國田 有栞
(2) ユリ
(3) 関東
(4) ラリーする
(5) 楽しむ！

(1) 古越 諒
(2) フルコシ リョウ
(3) 上尾市
(4) とにかく走るマラソン選手
(5) 頑張ります

(1) 杉本 一樹
(2) スギモト カズキ
(3) 上尾市
(4) わいわい系ストローカー
(5) 頑張ります

(1) 高山 佳純
(2) タカヤマ カスミ
(3) 上尾市
(4) 満振りボレーヤー
(5) 頑張ります！

がんばろー

見ての通りの酒呑みたちです。

男子元インカレシングルス 8、女子元インカレダブルス優勝、元インカレシングルス 16 等のチームです。
初めて chain cup さんの試合に出場させていただきます。どうぞよろしくお願いします。



■予選リーグ　男子シングルス ( 中級～オープン )

・試合進行順：1 vs 2、3 vs 4、勝 vs 勝、負 vs 負　（予選リーグは全員２試合）
・DEFなどでドローが変更される可能性があります。

Ａ ブロック Ｂ ブロック C ブロック Ｄ ブロック

1 佐藤翔吾 1 石塚 卓 1 石川 直人 1 石松 靖朗

2 権田 真太朗 2 里見功輝 2 栗岩 伸之介 2 小島 アダム悠路

3 田島 克洋 3 千葉 智暉 3 田中 雄飛 3 塚田 旭大

4 北村 尚人 4 若原 健一 4 村上 良平 4 渡辺 恭平

E ブロック F ブロック G ブロック H ブロック

1 磯 淳太郎 1 井田 裕介 1 板垣 崇稔 1 稲森 雄紀

2 高木 直樹 2 高木 浩史 2 城本 堅司 2 宗村 雅男

3 高柳 智成 3 滝井 孝則 3 竹中 祐貴 3  青木 友悟

4 藤崎 塁 4 本荘 輝人 4 林 庸介 4 久間 幹太

I ブロック J ブロック K ブロック L ブロック

1 金井 稔明 1 阿部 隼也 1 小野田 翔吾 1 金子 明

2 田﨑 直樹 2 京塚 邦弘 2 佐々木 咲一貴 2 竹本 拓磨

3 本田 晃規 3 田中 和浩 3 高橋 茂道 3 水守 亮介

4 4 光高 大介 4 仲田 悠佑 4

M ブロック N ブロック O ブロック P ブロック

1 海老原 雄輝 1 尾池 宏充 1 小熊 玲偉 1 古村 賢紀

2 吉田 亮介 2 鹿内 政孝 2 澤田 一翔 2 草野 大地

3 谷口 敬輔 3 高島 湧気 3 遠田 慶介 3 工藤 佑真

4 野田 幸治 4 浜田 晴規 4 富山 周平 4 松下 翔
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bye bye

・予選リーグは A リーグ～ P リーグまで、全 16 リーグ。
・各リーグは４人ずつ（３人リーグは、急なキャンセルなどのため）
・試合順→４人リーグ：1 番 vs2 番、3 番 vs4 番が試合を行ったあと、勝者同士、敗者同士で試合を行う。
　　　　　3 人リーグ：1 番 vs2 番、3 番 vs 初戦勝者、3 番 vs 初戦敗者
　順位別トーナメントは、1 位トーナメント～ 4 位トーナメントまで、それぞれ 16 名ずつに分かれて行う。

・アップ：朝は半面ずつ貸し出し。アップ相手は各自で探して頂く。試合前はサービス練習各２本。
・6 ゲーム先取 / ノーアドバンテージ /5-5 タイブレーク（7 ポイント先取。6-6 時はチェンジコートなし）
・各コートのスコアボードは、エンドチェンジの際に更新

・各コートのネット横に、試合球の入った袋を設置。
・試合はすべて新球を使用し、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、2 ゲーム目までなら新球、それ以降のロストは他のセットボールで試合を続ける。

・勝敗数→直接対決→得失ゲーム差→総得ゲーム数→じゃんけん

・勝者が試合球を持って本部に結果報告
・大会本部 S フィールド (5 ～ 10 番 ) とは別に、進行本部を 12 区画に設置します。
・結果報告は、コート毎に設置している本部にお願いします。

≪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≫

■進行・ルール   男子シングルス ( 中級～オープン )

■順位別トーナメント
予選ブロック 氏名 予選ブロック 氏名 予選ブロック 氏名 予選ブロック 氏名

1 A ブロック 1位 1 A ブロック 2位 1 A ブロック 3位 1 A ブロック 4位

2 B ブロック 1位 2 B ブロック 2位 2 B ブロック 3位 2 B ブロック 4位

3 C ブロック 1位 3 C ブロック 2位 3 C ブロック 3位 3 C ブロック 4位

4 D ブロック 1位 4 D ブロック 2位 4 D ブロック 3位 4 D ブロック 4位

5 E ブロック 1位 5 E ブロック 2位 5 E ブロック 3位 5 E ブロック 4位

6 F ブロック 1位 6 F ブロック 2位 6 F ブロック 3位 6 F ブロック 4位

7 G ブロック 1位 7 G ブロック 2位 7 G ブロック 3位 7 G ブロック 4位

8 H ブロック 1位 8 H ブロック 2位 8 H ブロック 3位 8 H ブロック 4位

9 I ブロック 1位 9 I ブロック 2位 9 I ブロック 3位 9 I ブロック 4位

10 J ブロック 1位 10 J ブロック 2位 10 J ブロック 3位 10 J ブロック 4位

11 K ブロック 1位 11 K ブロック 2位 11 K ブロック 3位 11 K ブロック 4位

12 L ブロック 1位 12 L ブロック 2位 12 L ブロック 3位 12 L ブロック 4位

13 M ブロック 1位 13 M ブロック 2位 13 M ブロック 3位 13 M ブロック 4位

14 N ブロック 1位 14 N ブロック 2位 14 N ブロック 3位 14 N ブロック 4位

15 O ブロック 1位 15 O ブロック 2位 15 O ブロック 3位 15 O ブロック 4位

16 P ブロック 1位 16 P ブロック 2位 16 P ブロック 3位 16 P ブロック 4位

 1
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選手紹介　　　　　男子シングルス　中級～オープン
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）主なテニス活動エリア　（４）プレースタイル（５）一言（今大会の目標や趣味特技などについて）

I ブロック

M ブロック

K ブロック

O ブロック

J ブロック

N ブロック

L ブロック

P ブロック

(1) 金井 稔明
(2) カナイ トシアキ
(3) 群馬県館林市・栃木県佐
野市
(4) ベースライナー
(5) サークル運営してます！
よろしくお願いします！

(1) 海老原 雄輝
(2) エビハラ ユウキ
(3) 埼玉県
(4) ベースライナー
(5) 優勝して世界に羽ばた
いてジョコビッチを倒す笑

(1) 小野田 翔吾

(1) 小熊 玲偉
(2) オグマ レイ
(3) 杉戸町
(4) オールラウンダー
(5) 運動すること

(1) 阿部 隼也
(2) アベ ジュンヤ
(3) 栃木県宇都宮市
(4) オールラウンダー
(5) 庭球人の契約選手とし
てたくさんの方とテニスで
繋がれたら嬉しいです！

(1) 尾池 宏充
(2) オイケ ヒロミツ
(3) 埼玉県
(4) べーすらいなー
(5) 頑張って走ります。

(1) 金子 明
(2) カネコ アキラ
(3) 埼玉県春日部市
(4) ベースライナー
(5) 一つでも多く自分が納
得できるプレーができれば
…

(1) 古村 賢紀
(2) コムラ マサキ
(3) 東京都
(4) 一生懸命。
(5) 久しぶりの試合で緊張
していますが、楽しめたら
いいなと思っています。

(1) 田﨑 直樹

(1) 吉田 亮介
(2) ヨシダ リョウスケ
(3) 所沢市
(4) ストローかー
(5)TEPPEN

(1) 佐々木 咲一貴
(2) ササキ サイキ
(3) 埼玉県
(4) カウンターパンチャー
(5) 全力で頑張ります！

(1) 澤田 一翔

(1) 京塚 邦弘
(2) キョウヅカ クニヒロ
(3) 千葉
(4) ？？？
(5) サーブ

(1) 鹿内 政孝
(2) シカナイ マサタカ
(3) 埼玉県
(4) ストローク
(5)3 勝

(1) 草野 大地

(1) 本田 晃規
(2) ホンダ アキノリ
(3) 埼玉
(4) なし
(5) なし

(1) 谷口 敬輔
(2) タニグチケイスケ
(3) 東京近郊
(4) テクニック系
(5) 怪我なく頑張ります

(1) 高橋 茂道
(2) タカハシシゲミチ
(3) 神奈川
(4) アグレッシブベースラ
イナー
(5) 頑張ります

(1) 遠田 慶介
(2) トオダ ケイスケ
(3) 埼玉県
(4) 粘る
(5) 粘り強く 1 つでも多く
ゲーム取る

(1) 田中 和浩
(2) タナカ カズヒロ
(3) 埼玉県、東京都
(4) オールラウンド
(5) よいポジションをとっ
て準備する。

(1) 高島 湧気
(2) タカシマ ユウキ
(3) 上石神井
(4) 相手に合わせる
(5) 雨が降りませんように

(1) 竹本 拓磨
(2) タケモト タクマ
(3) 世田谷
(4) 器用貧乏
(5) たくさん試合したいで
す

(1) 工藤 佑真
(2) クドウ ユウマ
(3) 埼玉
(4) ストローク
(5) 勝つ

(1) 野田 幸治
(2) ノダ コウジ
(3) 松戸
(4) アグレッシブベースラ
イナー
(5)1 勝できるよう頑張り
ます

(1) 仲田 悠佑
(2) ナカダ ユウスケ
(3) 所沢市
(4) オールラウンダー
(5) 良いプレーができるよ
う頑張ります。

(1) 富山 周平
(2) トミヤマ シュウヘイ
(3) 東京
(4) ストローカー
(5) 楽しみにしてます

(1) 光高 大介
(2) ミツタカ ダイスケ
(3) 世田谷
(4) ラリー重視
(5) 頑張ります！

(1) 浜田 晴規
(2) ハマダ ハルノリ
(3) 東京、埼玉
(4) コントロール
(5) 楽しむ

(1) 水守 亮介
(2) ミズモリ リョウスケ
(3) 練馬区
(4) オールラウンダー？
(5) 楽しく参加できればと
思います。よろしくお願い
します！

(1) 松下 翔
(2) マツシタ ショウ
(3) 東京〜埼玉南部
(4) ベースライナー
(5) １勝出来るように頑張
ります！
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選手紹介　　　　　男子シングルス　中級～オープン
（１）氏名　（２）フリガナ　（３）主なテニス活動エリア　（４）プレースタイル（５）一言（今大会の目標や趣味特技などについて）

A ブロック

E ブロック

C ブロック

G ブロック

B ブロック

F ブロック

D ブロック

H リーグ

(1) 佐藤 翔吾
(2) サトウ ショウゴ
(3) 横浜
(4) オールラウンド
(5) 是非チャンネル登録お
願いします笑

(1) 磯 淳太郎
(2) イソ　ジュンタロウ
(3) 埼玉県南部
(4) 特になし
(5) 一勝を目指して頑張り
ます！

(1) 石川 直人
(2) イシカワ ナオト
(3) さいたま
(4) アグレッシブになりた
いベースライナー
(5) しっかり攻めて戦いた
い

(1) 板垣 崇稔
(2) イタガキ
(3) 世田谷区
(4) ストローク
(5) よろしくお願いします。

(1) 石塚 卓
(2) イシヅカ タカシ
(3) 世田谷区
(4) ストローク！　できれ
ば攻めたい。
(5) チャレンジャー精神で
頑張ります。

(1) 井田 裕介
(2) イダ ユウスケ
(3) 埼玉県
(4) コートを走り回るシコ
ラー
(5) 楽しみます

(1) 石松 靖朗
(2) イシマツ ヤスアキ
(3) 武蔵野周辺
(4) フィジカルと経験の浅
さを活かしたトリッキープ
レー
(5)1 ポイント 1 ポイント
を大切にしたいです！

(1) 稲森 雄紀
(2) イナモリ ユウキ
(3) 名古屋→大阪→東京に
転勤したばっかりです。
(4) 全スラ激下がり
(5) 攣らない程度に楽しみ
たいです。

(1) 権田 真太朗
(2) ゴンダ シンタロウ
(3) 神奈川、東京
(4) ワンチャンハードヒッ
ター
(5) 怪我せずに安全に

(1) 高木 直樹
(2) タカギ ナオキ
(3) 埼玉・東京
(4) カ ウ ン タ ー パ ン
チャー？
(5) 楽しみます！

(1) 栗岩 伸之介
(2) クリイワ シンノスケ
(3) 東京
(4) オールラウンダー
(5) １つでも多く勝ちたい
です

(1) 城本 堅司
(2) シロモト ケンジ
(3)東京23区東部、三郷市、
草加市、松伏町、松戸市
(4) 普通のストローカー
(5) 格上のプレイヤーに挑
戦して楽しみたい

(1) 里見 功輝
(2) サトミ コウキ
(3) 東京都内
(4) ベースライナー
(5) 頑張ります

(1) 高木 浩史
(2) タカギヒロシ
(3) 関東
(4) オールラウンダー
(5) よろしくお願いします

(1) 小島 アダム 悠路
(2) コジマ アダム ユウジ
(3) 東京都
(4) サーブ
(5) 優勝したいです。

(1) 宗村 雅男
(2) ソウムラ マサオ
(3) 東京都内
(4) ガッツで喰らいつく！
(5) 悔いのないプレーを！

(1) 田島 克洋
(2) タジマ カツヒロ
(3) 西東京
(4) ベースライナー
(5) 強気で攻めたいです

(1) 高柳 智成
(2) タカヤナギ トモナリ
(3) 所沢
(4) ストローク中心
(5) 練習通り打てるように
する

(1) 田中 雄飛
(2) タナカ ユウヒ
(3) 群馬県
(4) 粘れないシコラー
(5) 楽しんで、試合してい
きます！

(1) 竹中 祐貴
(2) タケナカ ユウキ
(3) 埼玉
(4) 気合い
(5) 試合経験積みます！

(1) 千葉 智暉
(2) チバ トモキ
(3) 東京都の北西部がメインで
すが、誘われたらどこにでも
出没します！
(4) 典型的なバコラーですが、
最近少しだけ我慢を覚えまし
た。
(5) 全ての出会いに感謝を。

(1) 滝井 孝則
(2) タキイ タカノリ
(3) 横浜市
(4) オールラウンダーにな
りたいけど現状は守備的ス
トローカー
(5)1 試合でも多く勝ちた
い

(1) 塚田 旭大

(1) 青木 友悟
(2) アオキ トモノリ
(3) 所沢
(4) ストローク
(5) 頑張って起きます。

(1) 北村 尚人
(2) キタムラ ナオト
(3) 練馬区
(4) シ コ ラ ー に な り た い
ベースライナー
(5) 一勝でも多く勝てる様
にがんばります！

(1) 藤崎 塁
(2) フジサキ ルイ
(3) 東京
(4) ストローカー
(5) 未熟ですが頑張りたい
と思います。

(1) 村上 良平
(2) ムラカミ リョウヘイ
(3) 足立区
(4) ベースライナー
(5) 怪我しないよう楽しみ
ます！

(1) 林 庸介
(2) ハヤシ ヨウスケ
(3) 東京都
(4) ストローカー
(5) 左利きでっす。

(1) 若原 健一
(2) ワカハラ ケンイチ
(3) さいたま市
(4) 決まってないです…
(5) まず 1 勝を

(1) 本荘 輝人
(2) ホンジョウ テルト
(3) 東京都
(4) ストローカー
(5)1 試合でも多く勝ちた
いと思います！

(1) 渡辺 恭平
(2) ワタナベ キョウヘイ
(3) 埼玉県
(4) ベースライン
(5) フォアを積極的に

(1) 久間 幹太
(2) ヒサマ カンタ
(3) 都内、神奈川、川口
(4) ストローカー
(5) がんばります！
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■予選リーグ　男子シングルス ( 超初級～初中級 )

・試合進行順：1 vs 2、3 vs 4、勝 vs 勝、負 vs 負　（予選リーグは全員２試合）
・DEFなどでドローが変更される可能性があります。

Ａ ブロック Ｂ ブロック C ブロック Ｄ ブロック

1 井上 彰 1 岩崎 彬 1 宇都宮 豊 1 海野 暁洋

2 露木奎吾 2 小林 明則 2 久保 賢一 2 小瀬 智史

3 波多野 吟哉 3 萩本 有輝 3 花輪 幸雄 3 羽入田 聡

4 横溝 純 4 西原 昇 4 渡邊 克比古 4 古賀 大輔

E ブロック F ブロック G ブロック H ブロック

1 越智 雅和 1 片桐 剛 1 片山 泰伸 1 金子 弘幸

2 禿 亮佑 2 北嶋 渉 2 水田恵介 2 木村 和孝

3 古川 潤一 3 田中 克裕 3 田中 弘基 3 得丸 貴夫

4 4 星 和明 4 本多 大介 4 水間 遼介

I ブロック J ブロック K ブロック L ブロック

1 山内 唯大 1 大田原 卓史 1 大庭 壮一郎 1 小関 洋介

2 杉島 政夫 2 鈴木 薫 2 島 久治 2 城本 堅司

3 戸倉 康洋 3 豊田 秀翔 3 中澤 希心 3 西山 雄城

4 宮坂 充 4 森 将司 4 山中 さとし 4 山本 悟

M ブロック N ブロック O ブロック P ブロック

1 赤司 篤 1 厚川 裕志 1 石渡 淳元 1 稲田 雅也

2 黒岩希生 2 住山 正樹 2 京塚 邦弘 2 清島 圭祐

3 関 裕史 3 高橋 直人 3 高松 直輝 3 瀧上 欣延

4 原 満 4 平井 克弘 4 晝馬 亨 4 福田 幸治
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bye

≪試合進行≫

■進行・ルール   男子シングルス ( 超初級～初中級 )

予選ブロック 氏名 予選ブロック 氏名 予選ブロック 氏名 予選ブロック 氏名
1 A ブロック 1位 1 A ブロック 2位 1 A ブロック 3位 1 A ブロック 4位

2 B ブロック 1位 2 B ブロック 2位 2 B ブロック 3位 2 B ブロック 4位

3 C ブロック 1位 3 C ブロック 2位 3 C ブロック 3位 3 C ブロック 4位

4 D ブロック 1位 4 D ブロック 2位 4 D ブロック 3位 4 D ブロック 4位

5 E ブロック 1位 5 E ブロック 2位 5 E ブロック 3位 5 E ブロック 4位

6 F ブロック 1位 6 F ブロック 2位 6 F ブロック 3位 6 F ブロック 4位

7 G ブロック 1位 7 G ブロック 2位 7 G ブロック 3位 7 G ブロック 4位

8 H ブロック 1位 8 H ブロック 2位 8 H ブロック 3位 8 H ブロック 4位

9 I ブロック 1位 9 I ブロック 2位 9 I ブロック 3位 9 I ブロック 4位

10 J ブロック 1位 10 J ブロック 2位 10 J ブロック 3位 10 J ブロック 4位

11 K ブロック 1位 11 K ブロック 2位 11 K ブロック 3位 11 K ブロック 4位

12 L ブロック 1位 12 L ブロック 2位 12 L ブロック 3位 12 L ブロック 4位

13 M ブロック 1位 13 M ブロック 2位 13 M ブロック 3位 13 M ブロック 4位

14 N ブロック 1位 14 N ブロック 2位 14 N ブロック 3位 14 N ブロック 4位

15 O ブロック 1位 15 O ブロック 2位 15 O ブロック 3位 15 O ブロック 4位

16 P ブロック 1位 16 P ブロック 2位 16 P ブロック 3位 16 P ブロック 4位

 1
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・予選リーグは A リーグ～ P リーグまで、全 16 リーグ。
・各リーグは４人ずつ（３人リーグは、急なキャンセルなどのため）
・試合順→４人リーグ：1 番 vs2 番、3 番 vs4 番が試合を行ったあと、勝者同士、敗者同士で試合を行う。
　　　　　3 人リーグ：1 番 vs2 番、3 番 vs 初戦勝者、3 番 vs 初戦敗者
　順位別トーナメントは、1 位トーナメント～ 4 位トーナメントまで、それぞれ 16 名ずつに分かれて行う。

・アップ：朝は半面ずつ貸し出し。アップ相手は各自で探して頂く。試合前はサービス練習各２本。
・6 ゲーム先取 / ノーアドバンテージ /5-5 タイブレーク（7 ポイント先取）。6-6 時はチェンジコートなし）
・各コートのスコアボードは、エンドチェンジの際に更新

・各コートのネット横に、試合球の入った袋を設置。
・試合はすべて新球を使用し、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、2 ゲーム目までなら新球、それ以降のロストは他のセットボールで試合を続ける。

・勝敗数→直接対決→得失ゲーム差→総得ゲーム数→じゃんけん

・勝者が試合球を持って本部に結果報告
・大会本部 S フィールド (5 ～ 10 番 ) とは別に、進行本部を 12 区画に設置します。
・結果報告は、コート毎に設置している本部にお願いします。

≪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



選手紹介　　　　　男子シングルス　超初級～初中級
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I ブロック

M ブロック

K ブロック

O ブロック

J ブロック

N ブロック

L ブロック

P ブロック

(1) 山内 唯大
(2) ヤマウチ タダヒロ
(3) 埼玉県
(4) ストローカー
(5) ネットプレーに積極的に
挑戦して行きたいです！

(1) 赤司篤
(2) アカシ アツシ
(3) 千葉県
(4) ベースライナー
(5) 怪我せず楽しみましょ
う

(1) 大庭 壮一郎
(2) オオバ ソウイチロウ
(3) 埼玉県東部地区
(4) 常識にはとらわれない
です。
(5) ショットが暴れないよ
うに丁寧にやる。

(1) 石渡 淳元
(2) イシワタ アツモト
(3) 武蔵野市・世田谷区・
杉並区
(4) ベースライナー
(5) まずは 1 勝を目指しま
す！

(1) 大田原 卓史
(2) オオタワラ タカフミ
(3) 川口
(4) 足を使ってとにかく拾
う
(5) 自分から攻められるよ
う頑張ります

(1) 厚川 裕志
(2) アツカワ ヒロシ
(3) 埼玉県
(4) 気楽にやる
(5) 遅刻しないように行き
ます。

(1) 小関 洋介
(2) オゼキ ヨウスケ
(3) 東京都町田市
(4) 特になし
(5) １日楽しみたいと思い
ます。

(1) 稲田 雅也
(2) イナダ マサヤ
(3) 千葉
(4) ベースライナー
(5) 宜しくお願いします！

(1) 杉島 政夫
(2) スギシマ マサオ
(3) 埼玉県
(4) ストローカー
(5) 楽しみます！

(1) 黒岩 希生
(2) クロイワ キオ
(3) 東京、埼玉、神奈川
(4) オールラウンダー
(5) 今大会の目標はサーブ
ミスゼロ、思い切ってスイ
ングすることです！

(1) 島 久治
(2) シマ ヒサハル
(3) さいたま市
(4) 左 片手バックハンド
(5) シングルスゲームにな
れることが目標

(1) 京塚 邦弘
(2) キョウヅカ クニヒロ
(3) 千葉 埼玉
(4) ？？？
(5) がんばります。

(1) 鈴木 薫
(2) スズキ カオル
(3) 千葉県松戸市
(4) 特に無し
(5) まず、１勝！

(1) 住山 正樹 (2) すみやま 
まさき (3) 専ら埼玉
(4) バコラーのミスラーの
チキラー
(5) 考えてプレーし、粘り
強く戦って 1 勝でも多く勝
ちたいです。

(1) 城本 堅司
(2) シロモト ケンジ
(3)東京23区東部、三郷市、
草加市、松伏町、松戸市
(4) 普通のストローカー
(5) 格上のプレイヤーに挑
戦して楽しみたい

(1) 清島 圭祐
(2) キヨシマ ケイスケ
(3) 多摩地域
(4) ベースライナー
(5) 怪我無く終えたいです

(1) 戸倉 康洋
(2) トクラ ヤスヒロ
(3) 埼玉やら千葉やら
(4) ベースライナー？
(5) やりますか〜

(1) 関 裕史
(2) セキ
(3) 東京からイベント開催
地など♪
(4) 無理はしない！
(5) たとえ 0-6 でも凹まな
い♪楽しく！

(1) 中澤 希心
(2) ナカザワ ノゾミ
(3) 東京、埼玉
(4) カウンターパンチャー
(5) 一勝を目指して頑張り
ます！

(1) 高松 直輝
(2) タカマツ ナオキ
(3) 東京都
(4) 走ります
(5) なにがあってももうい
いの。あなたと越えたい天
城越え。

(1) 豊田 秀翔
(2) トヨタ シュウト
(3) 東京都　埼玉県
(4) カットマン
(5) 一勝できるよう頑張り
ます

(1) 高橋 直人
(2) タカハシ ナオト
(3) さいたま市
(4) オールラウンド
(5) 健康第一

(1) 西山 雄城
(2) ニシヤマ ユウキ
(3) 湘南
(4) 気合
(5) テニス友達できるかな

(1) 瀧上 欣延
(2) タキガミ ヨシノブ
(3) 川口市
(4) オールラウンダー
(5) とりあえず一勝を目指
す

(1) 宮坂 充
(2) ミヤサカ ミツル
(3) 東京、埼玉
(4) オールラウンダー
(5) 優勝めざします！

(1) 原 満
(2) ハラ ミツル
(3) 練馬
(4) ストローカー
(5) 将棋四段　テニス 6 級
くらい

(1) 山中 さとし

(1) 晝馬 亨
(2) ヒルマ トオル
(3) 静岡県西部
(4) 走って拾って繋ぐ
(5) 一勝！

(1) 森 将司
(2) モリ マサシ
(3) 北本市周辺
(4) がんばり
(5) 怪我しないこと

(1) 平井 克弘
(2) ヒライ カツヒロ
(3) 千葉県
(4) ベースライナー
(5) 出来れば１勝

(1) 山本 悟
(2) ヤマモト サトル
(3) 東京都港区
(4) 諦めが早いシコラー
(5) 初戦突破

(1) 福田 幸治
(2) フクダ コウジ
(3) スクール、大会出場
(4) 粘って、疲れさ、ミス
させる。
(5) 勝ちにこだわらず、ゲー
ムを楽しむ！
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A ブロック

E ブロック

C ブロック

G ブロック

B ブロック

F ブロック

D ブロック

H ブロック

(1) 井上 彰
(2) イノウエ アキラ
(3) 都内、埼玉
(4) スタイルを確立したい。
(5) 普段インスピ出ていま
す。試合に出るといつも勉
強になります！

(1) 越智 雅和
(2) オチ マサカズ
(3) 東京都西部
(4) ゆっくり
(5) テニス後の酒　競馬

(1) 宇都宮 豊
(2) ウツノミヤ ユタカ
(3) 朝霞市
(4) ストローカー
(5) 怪我なく楽しく

(1) 片山 泰伸
(2) カタヤマ ヤスノブ
(3) 埼玉県南部
(4) 頑張って走る
(5)10 年ぶりにテニスに復
帰しました

(1) 岩崎 彬
(2) イワサキ アキラ
(3) さいさま市
(4) 頑張って拾う
(5) 頑張ります！

(1) 片桐 剛
(2) かたぎり つよし
(3) 埼玉県西部エリア
(4) ストローカー
(5) 力まず勝つ！！！

(1) 海野 暁洋
(2) ウミノ アキヒロ (3) さ
いたま市、上尾市、桶川市
(4) バコラー（シコラーの
方を苦手としています）
(5) 賞状を貰えるよう 1 試
合 1 試合頑張っていきま
す！

(1) 金子 弘幸
(2) カネコ ヒロユキ
(3) 東京
(4) オールラウンダー、チェ
ンジオブペース
(5) 優勝を目指します。ア
ングルショットが得意で
す。

(1) 露木 奎吾
(2) つゆき けいご
(3) 埼玉 東京
(4) とにかくつなぐ
(5) 優勝をかっさらう

(1) 禿 亮佑
(2) カムロ リョウスケ
(3) 越谷
(4) ベースライナー
(5) 優勝目指して頑張りま
す！

(1) 久保 賢一
(2) クボ ケンイチ
(3) 熊谷市
(4) スピン重視
(5) 一球でも多く返球した
い

(1) 水田 恵介
(2) ミズタ ケイスケ
(3) 埼玉　東京
(4) ストローカー
(5) 試合は久しぶりです

(1) 小林 明則
(2) コバヤシ アキノリ
(3) さいたま市
(4) ノーマル w
(5) 頑張りまーす！

(1) 北嶋 渉
(2) キタジマ ワタル
(3) 西東京市近辺
(4) ストローカー
(5) 試合を楽しむ

(1) 小瀬 智史
(2) コセ サトシ
(3) さいたま市
(4) ストローカー
(5) 目指せ一勝

(1) 木村 和孝
(2) キムラ カズタカ
(3) 埼玉埼玉
(4) オールラウンダー
(5) まずはやりきる！

(1) 波多野 吟哉
(2) ハタノ ギンヤ
(3) 埼玉県、柏市
(4) へなちょこストローク、
意としないドロップボー
ル、フレームショット
(5) 楽しみたいです。

(1) 古川 潤一
(2) フルカワ ジュンイチ
(3) 埼玉県
(4) ベースライナー
(5) まずは、1 勝

(1) 花輪 幸雄
(2) ハナワ ユキオ
(3) 千葉、東京
(4) ストローカー
(5) 怪我しないようにして、
とにかく１勝！！

(1) 田中 弘基
(2) タナカ ヒロキ
(3) 神奈川・東京
(4) ベースライン
(5) がんばります！

(1) 萩本 有輝
(2) ハギモト　ユウキ
(3) 東京
(4) ストローカー
(5) 振り切る

(1) 田中 克裕

(1) 羽入田 聡
(2) ハニュウダ サトシ
(3) 神奈川県
(4) オールラウンダー
(5) 初勝利目指して頑張り
ます

(1) 得丸 貴夫
(2) トクマル タカオ
(3) 浦和
(4) 初心者です
(5) はじめての試合参加で
緊張しています

(1) 横溝 純
(2) ヨコミゾ ジュン
(3) 練馬区、埼玉県
(4) ベースライナー
(5) 落 ち 着 い て プ レ ー で
き る よ う に が ん ば り ま
す！！！

(1) 渡邊 克比古
(2) ワタナベ カツヒコ
(3) インスピリッツテニス
クラブ
(4) 攻撃的ベースラインプ
レイヤー
(5) 楽しく、粘り強く

(1) 本多 大介
(2) ホンダ ダイスケ
(3) 練馬
(4) ベースライナー
(5) 試合を楽しめる様にな
りたいです

(1) 西原 昇
(2) にしはら のぼる
(3) 埼玉県
(4) 丸山瑛士
(5) ぼちぼちやります！

(1) 星 和明
(2) ホシ カズアキ
(3) 埼玉県内
(4) オールラウンド
(5) もう迷わない

(1) 古賀 大輔
(2) コガ ダイスケ
(3) 埼玉県南部
(4) ストローク主体
(5) 一回でも多く勝つ !!

(1) 水間 遼介
(2) ミズマ リョウスケ
(3) 板橋区
(4) カウンターパンチャー
(5) まずは一勝
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Chain は「テニスを文化にすること」を目指しています。
テニスを通じ、ヒトやモノやバショをChain のように繋いでいきたいと考えています。

Future

Now here!!


