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Chain Cupは初
参加ですか？

チーム名をお答えくださ
い。

年齢はおいく
つですか？

今大会の満足度を数値
で表現（1～100%）

参加費は適正でしたか？ 大会中、最も印象に残った
出来事

会場について 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 次回、この大会にリーダー
として参加したいですか？

上の回答に対する理由をお
答えください

いいえ 男子団体戦 30～34歳 1000 少し高い レベル高い きれい 丁寧 よい いいえ 大変そう

いいえ 男子団体戦 30～34歳 100 値段以上の価値があった

決勝戦が全てタイブレーク
で盛り上がったこと。ビー
ンズドームのセンターコー
トで試合ができたこと。

観戦もしやすくとても良か
った。

試合進行もスムーズにして
頂き、大変良かったです。

選手の情報も細かく載って
いていいと思います。 いいえ

取りまとめ等の負担もあ
り、任せてしまっているた
め。

いいえ 男子団体戦 25～29歳 100 値段以上の価値があった
チームメイトの色々な表
情。笑

とても過ごしやすくインド
アなので天候も関係なく試
合が開催されるので最高で
した！

ほとんど寝てなさそうなの
が心配でした！

チームメイトの回答が印象
に残ったので、やはりうち
は最高でした。笑 はい

これからもTEJAを宜しく
お願いします！！

はい 男子団体戦 19歳以下 100 値段以上の価値があった
団体戦の雰囲気がとてもよ
かったこと

安心と信頼のビーンズドー
ムだった フレンドリーだった ぜひ早く拝見したい はい 優勝したいから

はい 男子団体戦 19歳以下 100 適正
全ての試合において楽しく
試合ができた よかった 最高でした よかったです はい 楽しそうだったから

いいえ 男子団体戦 19歳以下 80 適正

準決勝1-1でかかって、自分
のダブルスが元インターハ
イベスト8の人にタイブレ
ーク5-7で負けたこと よかった よかった よかった はい もう登録してます

いいえ 男子団体戦 30～34歳 85 適正
センタコート決勝の試合が
熱かった

センターコートでやりたか
った お疲れ様でした

配布されてなかったの

で、、、なんとも、😅 いいえ
とりまとめが1人に負担が
かかるから

いいえ 男子団体戦 35～39歳 85 値段以上の価値があった センターコート
雨を気にせずできて良かっ
た 素晴らしい対応

参加メンバーが知れてよか
った いいえ 大変そうです

はい 男子団体戦 30～34歳 95 値段以上の価値があった ハイレベルな試合 よかったと思います よかったと思います
あまり見てないのでわかり
ません いいえ

メンバーを集めるのが苦手
なため

いいえ 男子団体戦 25～29歳 100 値段以上の価値があった
受付の女子が可愛かったこ
と 目を持っていかれました 最高でした 最高でした いいえ リーダーは駄目なんすよ

はい 男子団体戦 25～29歳 100 適正
楽しい雰囲気と試合のメリ
ハリ 非常に良かった 非常に良かった 良いと思います。 はい 楽しかった為

いいえ 男子団体戦 25～29歳 100 値段以上の価値があった
オーダー交換、高校以来久
しぶりだったので

少し遠いが、素晴らしいコ
ート

迅速な対応をありがとうご
ざいます。 見やすくて良い はい 楽しかったので。

はい 男子団体戦 20～24歳 98 少し高い アップが出来たこと すごく良かった すごくやりやすかった 見やすい いいえ 特になし
いいえ 男子団体戦 25～29歳 100 適正 センターコートでの試合 ブルボンビーンズドーム 楽しく盛り上げてくれた 見やすかった はい また出てみたいと思った為

はい クロスオーバーカップ 50～54歳 自分が負けたので、50 高い 皆さんスゴい強かったこと
雨でも出来るので良かった
です 良かったです

ちょっと面倒だなーと思い
ました いいえ

大会には出たいですが、リ
ーダーとしてはちょっ
と。。。

いいえ クロスオーバーカップ 30～34歳 90 適正

同世代ばかりではなく、壮
年の方とも一緒に試合出る
ことができ、普段とは違う
雰囲気で試合を楽しむこと
ができました。

壮年の方のハードコート
は、少し負担が大きいかな
と思います。

スムーズに進行して頂きあ
りがとうございます。

写真がなかなか集まりにく
いのかなと思います。 いいえ

プロフィールを送ったかの
有無だったり、写真をまと
めて送信したりとやるべき
事が多そうです。

いいえ クロスオーバーカップ 45～49歳 95 適正

今までに無い一般と壮年の
草トーナメントの 
大会としては非常に良かっ
た思います。 
年齢層の幅が広がって今ま
でに無いコミニュケーショ
ンがとれる事が良かったと
感じてます！ 遠いけど良かった。 大変お疲れさまです。 見てない いいえ

正直に取りまとめが大変な
ので（笑）

はい クロスオーバーカップ 50～54歳 80 少し高い 新しい仲間ができたこと とても良かった とても良かった
写真や自己紹介があって面
白いと思った いいえ

メンバー調整は誰かにお任
せしたい。また是非クロス
オーバーカップ開催して下
さい…あと合計xx歳団体戦
とかも是非！

いいえ クロスオーバーカップ 35～39歳 90 高い

様々な年齢の方や普段会わ
ない方々との交流ができ
た。

とても良かったです。イン
ドアで風や気温に影響され
にくい。待ち時間も退屈し
ない。 良かったです。

よいと思いますが、もう少
し早めに入力案内５お知ら
せ頂けたらありがたいで
す。チームに１冊欲しいで
す！ いいえ

リーダーはとりまとめが大
変です。

はい クロスオーバーカップ 30～34歳 100 値段以上の価値があった
決勝戦の男子ダブルスと、
ミックスダブルス

インドアの綺麗なコートで
最高でした。関東の方でも
インドアでできたら最高だ
と思います！

とても素晴らしいと思いま
す!

参加メンバーの写真付きで

とても良いと思いました‼ はい

とてもレベルが高い団体戦
で、自分の知り合いを集め
て参加したいと思ったた
め！

はい クロスオーバーカップ 55歳以上 100 適正
すごいサーブ、一杯見れま
した 良かったです テキパキとされてました

個人名は、自由でも良いの
ではと思います はい 楽しかったです

はい クロスオーバーカップ 55歳以上 100 値段以上の価値があった

参加している皆さんのテニ
スのレベルがとても高いこ
と。

ビーンズドームは最高で
す。屋内なので天候に左右
されないから。

少ない人数で上手に運営さ
れていたと思います。お疲
れ様でした。

配信が少し遅かったです。
早くもらえると気分が盛り
上がります。 はい

いつもと違う大会の雰囲気
は楽しいから。

はい クロスオーバーカップ 50～54歳 90 適正 5-0から捲られた事。 ハードコートはキツい。
まずまず。空きコートは若
干目立ったかも。 良好。 いいえ なかなか大変。

いいえ クロスオーバーカップ 45～49歳 80 高い
友達も違うチームで出てて
喋れた事かなっ？

雨でも出来るので予定が立
てやすくて良い。 2人で大変そう？

ちょっとめんどくさいかな
っ？ はい 連絡待ってます。

はい クロスオーバーカップ 45～49歳 90 少し高い 一般がすごかった きれい 親切でした 良かった はい 楽しかったです

はい クロスオーバーカップ 45～49歳 80 適正

普段接点が少ない年代のプ
レーが間近で見れてよかっ
た

ビーンズドーム～見えにく
く慣れるまで時間がかか
る。天候に左右されず実施
できるのはいいと思います
が。

プレーコートの案内や、進
行状況の声かけがありスム
ーズでした。

メンバー紹介があり、初対
面のメンバーがわかってよ
かった。 いいえ

リーダーでなく、都合が合
えば参加したいです。

いいえ クロスオーバーカップ 45～49歳 90 適正 優勝できた いい環境でした
いい対応でしたが、もう少
し早く進行して欲しかった よかった いいえ

忙しくメンバーが集められ
ない

いいえ クロスオーバーカップ 50～54歳 80 少し高い
一般の試合を間近で見たこ
と 見にくかったです よかったです

別にいらないかなと思いま
す いいえ

リーダーじゃないキャラな
ので

いいえ クロスオーバーカップ 45～49歳 100 少し高い
レベルが凄い高くて面白か
った とても良い とても良い とても良い はい

凄い楽しかったのでまた参
加したい

いいえ クロスオーバーカップ 25～29歳 90 適正
運営スタッフのテキパキと
した試合進行

ビーンズドームは大好きで
す

今回でCHAINCUP二度目で
すがいつも進行運営スタッ
フが明るく元気で楽しいで
す。

パンフレットまだ見ていま
せん はい junichi5508

はい クロスオーバーカップ 50～54歳 99 適正
若者のテニスを体感したこ
と インドアで良かったです

非常に頑張ってやっておら
れて、頭が下がります。有
難うございました。

非常にきれいに作られてお
り、素晴らしいと思いまし
た。 いいえ

自分から試合に出ようとは
思わないので・・

はい クロスオーバーカップ 30～34歳 65 少し高い
実業団の人はやはりうます
ぎ！

底冷えしますが、室内はあ
りがたいです。 すぐるさんの声がよく響く どちらでも。 いいえ

リーダーは大変なイメージ
があるから。笑　　ライン
登録はさせて頂きました！

はい クロスオーバーカップ 50～54歳 100 適正 一般レベル高すぎ😓
遠いけど、面数必要なので
よかったと思います

お疲れ様でした。なんのス
トレスもなく。 特になし いいえ テニスあまりしていません

はい クロスオーバーカップ 30～34歳 80 少し高い
みんな楽しそうに試合して
いたこと

ビーンズのハードは難しか
った 素敵な方々ばかりでした

すみません、試合に必死で
全然見てなかったです。 いいえ

自分自身がリーダーには向
いていない

はい クロスオーバーカップ 50～54歳 100 適正 試合のレベルが高い 良い 良い 良い いいえ 大変だから

はい クロスオーバーカップ 50～54歳 100 値段以上の価値があった

男女とも各年代のトップク
ラスの選手が集まっていた
こと。

憧れのビーンズドーム！最
高です。 とっても好印象！

各選手のプロフィール欄が
あるのが良かった♪ はい

テニス人脈を駆使してチー
ムを作るのはとっても楽し
そう

いいえ クロスオーバーカップ 35～39歳 90 少し高い
センターコートでの試合と
3位決めミックスダブルス

特に気になる点はありませ
ん

特に気になる点はありませ
ん

特に気になる点はありませ
ん はい

自分が試合を探して皆を誘
う立場が多いから

いいえ クロスオーバーカップ 30～34歳 90 少し高い みんなとわちゃわちゃ とても良かった 良かった 良かった いいえ
可能であれば誰かに任せた
い

いいえ クロスオーバーカップ 25～29歳 80 適正 特になし
普段使用する機会がないの
で良かったです。 良かったです。 面白い いいえ リーダーはしんどいです

はい クロスオーバーカップ 50～54歳 95 適正 決勝のミックス とてもいい会場でした ありがとうございました あまり見てない… いいえ リーダーは無理

はい クロスオーバーカップ 55歳以上 70 適正
すごくレベルの高い選手が
でていた。 素晴らしい

円滑に進めていただきあり
がとうございます。

アップがギリギリだったか
な。 いいえ

ウチのリーダーに任せてま
す。

はい クロスオーバーカップ 45～49歳 80 適正 レベルの高さ
滅多にいけない施設を利用
できて楽しかった

スムーズな運営をされてお
り、気配りもとても行き届
いてたと思います。スタッ
フ皆様気さくな方で安心で
きました。

とても分かりやすく楽しい
パンフレットでした いいえ

リーダー出来るほどの実力
も器量もないです。。

はい クロスオーバーカップ 50～54歳 85 適正
素晴らしい試合を観戦でき
たこと

普段できない場所でよかっ
た。

広い場所での運営大変だっ
たかと思いますが、お世話
になりました。 ○ いいえ 参加はしたいです。

はい クロスオーバーカップ 45～49歳 80 少し高い
センターコートで素晴らし
い試合を見せて頂けた！！ いい所でした！

よくしてくださっていまし
た

誘っていただいたので、ち
ゃんと読んでませんでした
(^_^;) いいえ

しきれるタイプではないの
で、どちらかというと、誘
ってもらって参加したい


