
Chain Cup 埼玉 Fes,val参加者アンケート　＠大宮けんぽグランド　2021.11.6-7

タイムスタンプ
Chain Cupは初
参加ですか？

出場種目をお答えくださ
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 参加したイベントに全てチェックお願いします。

食べたキッチンカーに全てチェックをお願
いします。

次回もこの大会に
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

11/8/2021 17:28:24 はい クロスオーバーカップ 20～24歳 90 少し高い

チームが団結しているところが見れた 
ラケットのチューンナップをラリーを見ながらして
くれるのはいい体験だった 本部までの距離は遠かったかもしれない

色々とありがとうございました。スタッフのおかげ
で2日間全力で楽しめました。

KASAさんの表紙がかっこよかったです！内容も
充実しててよかった！

佐藤博康選手レッスン＆ラケット試打（T-PRESS × 
Babolat）, ラケットマイスター

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 年間で行える大きな大会は少ないから。

11/8/2021 17:33:32 いいえ トリプルMIX団体戦 30～34歳 100% 適正 朝遅刻してすみませんでした。。
面数多いので待ち時間も少なくフリコも出来てよ
かったです！ いつも運営ありがとうございます！

かわいい表紙と紹介ページもわかりやすくて良か
ったです！ ダンロップ試打ラケット [両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー） はい 土日での関東圏の試合が少ないので楽しかったです！

11/8/2021 17:39:05 はい クロスオーバーカップ 45～49歳 90 適正 まさかの3位 トイレがなぁ 丁寧な対応でした いいと思います ダンロップ試打ラケット

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 年齢別のもあるのかなぁ？ないならあるとよいです😃

11/8/2021 17:42:27 はい クロスオーバーカップ 35～39歳 85% 値段以上の価値があった メンバー内外含め知り合いが増えた 県民なので違和感なし。

一見さんを仲間に入れるべく、より積極的なコミュ
ニケーションがあるとパーフェクトですが、多忙かと
思うので求め過ぎかな。そう、私はかまってちゃ
ん。

紙代と印刷コストを考えると、Web版を十全にす
れば良いのかな と。 ラケットマイスター

[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） はい

試合中は猛獣の檻の中に入れられたグッピーの気分でした
が、次は草食動物くらいにランクアップして、実証したい
し。

11/8/2021 17:43:21 はい クロスオーバーカップ 40～44歳 100% 適正
タイブレになった時の応援 
キッチンカー 駐車場が広くて良かった 近くにいてくれたので、安心して試合ができた 特になし ダンロップ試打ラケット

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい すごく楽しかったから

11/8/2021 17:47:21 はい トリプルMIX団体戦 20～24歳 100 適正 ラケットのチューニングができたこと コートが多く移動も少なかったのでよかった 円滑に試合を進めてくれたと思う 特になし ラケットマイスター [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい 順位に応じて景品があるから

11/8/2021 17:47:28 いいえ トリプルMIX団体戦 30～34歳 85 少し高い 身内チームとの対戦 都内から近くて助かりました
すごくしっかりと準備されて望まれてるのが伝わり
ました。 凝っていました。 HEADラケット試打

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） はい 村上大さんの作る大会はいつも面白いから。

11/8/2021 17:54:01 はい クロスオーバーカップ 55歳以上 80 値段以上の価値があった 天候 大変良い。 大変良い。 大変良い。 ラケットマイスター

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 大きな団体戦は少ないので。

11/8/2021 17:57:27 はい クロスオーバーカップ 55歳以上 95 適正

色んな年代のテニス愛好者との交流ができたこと。
あと、シングルス好きがとても多いことにビックリ
しました。

場所がもう少し便利だと良いけどね。天気が良く
て良かったです。 お疲れ様でした。頑張ってましたね。 わかりやすくまとまってましたね。 Slinger Bag＆Princeラケット試打

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） はい

色んなテニス愛好者のモチベーションアップにつながるの
で、良いと思いました。

11/8/2021 18:09:25 はい クロスオーバーカップ 55歳以上 100% 高い レベルの高い一般の男ダブの試合 良かったです。 楽しい雰囲気を 作ってくださり、良かったです。 大会の記念に残るパンフレットだと思います。 ラケットマイスター [2日目]BAOBAB（タコライス） はい
団体戦の盛り上がりで楽しめ、いろんなペアさんと試合がで
きて、とても練習になるから。

11/8/2021 18:16:52 はい トリプルMIX団体戦 30～34歳 100 適正 若いチームとテニスができて刺激になった
テニスコート外のスペースに余裕があったので、子
連れとしては助かりました。

初日終了後に2日目の案内をインターネットで確認で
きてありがたかったです。草トーだと現地に行って
確認が多いので。 楽しく拝見させていただきました。 イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい

なかなかオープンでの大規模な団体戦は少ない中でこうした
規模の試合を開催していただけるので、次もたのしみたいで
す。

11/8/2021 18:22:11 はい トリプルMIX団体戦 25～29歳 95 適正 2日間に渡って試合したこと 良い 良い いろんな選手を見れて面白かった イベントには参加していない [両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー） はい 2日間でジュニアの試合を思い出して楽しかったから

11/8/2021 18:24:05 はい クロスオーバーカップ 50～54歳 70% 高い 団体戦は楽しいです。
自宅からは少し遠いですが、緑ありで良い場所だ
と思います。

お世話になりました。わざわざチーム場所まで案内
に来て頂きありがとうございます。 立派何パンフレットでした。 イベントには参加していない

[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） いいえ 遠方で2日間は大変で参加費の負担大きいです。

11/8/2021 18:34:44 はい トリプルMIX団体戦 30～34歳 99％ 少し高い 大会終了後の全身疲労 広くて、待ちスペースもたくさんあり、よかった。
明るく元気な方々で盛り上げてくださりありがとう
ございました。

カラーで素晴らしかった！大きな大会なんだと思
ったが、試合の盛り上がりはあまりなかった。 イベントには参加していない

[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス）, 飲み物 はい 次回はイベントにも参加したい

11/8/2021 18:39:44 はい トリプルMIX団体戦 20～24歳 100% 適正 たくさんの人に出会えたこと オムニコート希望、、、 運営ありがとうございました！ とても楽しいパンフでした イベントには参加していない
[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[2日目]BAOBAB（タコライス） はい 楽しかったから

11/8/2021 18:49:01 はい クロスオーバーカップ 50～54歳 100 少し高い プロ選手のイベント 特になし フレンドリーで良かった まだ見てない Slinger Bag＆Princeラケット試打

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 各年齢層が同じチームで楽しかった

11/8/2021 18:59:57 はい クロスオーバーカップ 50～54歳 30 高い
一日目に詰め込まれたため、空き時間がなく、イベ
ントに行かなかった。 行き来が面倒でした 特になし

詳細なものは必要ない気がします。他の方の見な
いです。 イベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） いいえ コスパが悪いです。

11/8/2021 19:02:51 いいえ トリプルMIX団体戦 35～39歳 80% 適正 全員レベルが高かった
コートは良いが周りに何もないことがデメリット
だった 親切だった かなりクオリティ高くてビックリした イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[2日目]BAOBAB（タコライス） はい 楽しかった

11/8/2021 19:05:10 はい クロスオーバーカップ 55歳以上 80　体調不良で、試合に満足な状態で挑めなかったためです。適正
チームのみんなが、チームの勝利のために一生懸命
に頑張っている姿！

本部（キッチンカーなど）と結構距離が離れてい
たのが、残念。 少ない人数で、頑張ってくれていたと思います。 とてもいいと思います。 イベントには参加していない

[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） はい

今回、体調不良で満足な戦績が残せなかったので、リベンジ
したい！

11/8/2021 19:24:50 いいえ トリプルMIX団体戦 25～29歳 80 少し高い しんごさんしか勝たんかったこと 不便かなと思います 良かったと思います 良かったと思います イベントには参加していない
[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[2日目]BAOBAB（タコライス） はい 楽しかったからですか

11/8/2021 19:37:39 はい トリプルMIX団体戦 25～29歳 90% 適正 試合数の多さ 設備も整っており良かった
学生スタッフの知識不足はあったが、全体的にはう
まく回っていたようにみえた。 綺麗な製本で良かった イベントには参加していない [両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー） はい 試合数も多く、プレーしごたえがあった。

11/8/2021 19:54:57 はい トリプルMIX団体戦 25～29歳 100 適正 繋がりができたこと トイレが不便でした 2日間ありがとうございました！ よかったです 米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ]

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 楽しくて充実した2日間になりました

11/8/2021 19:59:05 はい トリプルMIX団体戦 25～29歳 100 値段以上の価値があった キッチンカーのピザとコーヒーが美味すぎた！！
コート面数が多く待ち時間が少なくどんどん出来
たので良かったです。

受付や進行などスムーズでとても良かったです！タイ
ムスケジュールがあったので分かりやすかったです。 分かりやすくて良かったです 米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ]

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 充実した一日だったので

11/8/2021 19:59:11 はい トリプルMIX団体戦 25～29歳 100 値段以上の価値があった キッチンカーのピザとコーヒーが美味すぎた！！
コート面数が多く待ち時間が少なくどんどん出来
たので良かったです。

受付や進行などスムーズでとても良かったです！タイ
ムスケジュールがあったので分かりやすかったです。 分かりやすくて良かったです 米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ]

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 充実した一日だったので

11/8/2021 20:01:19 はい トリプルMIX団体戦 25～29歳 65 適正 キッチンカー コート面数の確保のためにも良かったと思う

親切丁寧に対応していただいてたと思う反面、エン
トリー時間、練習コート、試合方式の変更など、何
もかもが直前過ぎてこちらが頑張って対応する感じ
になっていたのが残念でした。

ネット掲載が最新のものだったので、試合進行内
容だけでも良かったかもしれない イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） はい レベルが高く、テニス仲間を増やすことができるから

11/8/2021 20:18:35 はい クロスオーバーカップ 30～34歳 60% 高い 全体的に待ち時間が長い印象
キッチンカー、更衣室、テニスコートが離れてい
て移動が多く不便と感じた 特になし 特になし イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー） はい メンバーが集まれば参加したいです。

11/8/2021 20:21:08 はい クロスオーバーカップ 50～54歳 90 高い

メンバーがタイブレを勝ちきったこと。みんなで応
援して勝ってほしいという願いが通じた瞬間は、初
対面にも関わらず一体感がうまれたと思います。 面数が多く良かったと思います 慣れておられるのかスムーズだったと思います。 良くできていました。 ラケットマイスター

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） はい 楽しかったので。誘われたらまた参加したいです。

11/8/2021 20:29:56 はい トリプルMIX団体戦 25～29歳 30 高い

かなチャレイベントに参加して欲しいと言われ 
空きコートを貸してもらえなかった 
イベントに参加しようと本部近くに行ったら 
イベント整理券がなく参加できなかった 
空きコートに戻ったが今度は表彰式に参加して欲し
いと言われ貸してもらえなかった 
結局閉会式後30分も打てず仕舞い 
2時間は打てたはず 
閉会式のとき貸しコートは全部止めて行ったのに閉
会式中もイベントは続いていたし 
もうよくわからない 

離れたコートでの運営は難しいのでは？
離れたコートの運営が連携が悪い　集合時間の連絡
が当日夜中なのはどうかと思う

白黒でいいしプロフィールなど無駄なページを減
らせば参加費も安くなるのでは？ イベントには参加していない, ダンロップ試打ラケット

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） いいえ 運営次第ですね

11/8/2021 20:30:33 はい クロスオーバーカップ 35～39歳 100 少し高い

チームで楽しく試合ができて美味しいピザ食べれて
満足です。 
朝はもう少しゆっくりしたいです。 トイレがあれだと、女性が嫌がりそうです。 大人数のイベントを走り回って凄いと思いました。

最近では紙であそこまでのパンフレット作らない
ので凄いと思いますが、コストを他にかけてもよ
かったかもしれないです。 イベントには参加していない

[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい

チームで試合するのは楽しいです、初めましての人も居まし
たがそれが逆に刺激になって良かったです。

11/8/2021 20:47:09 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

もう歳も歳だし、テニスは引退しようかなと言って
いた友人が、今回の試合が楽しかったので踏みとど
まってくれたこと。世代を越えて交流ができ、楽し
かったです。スタッフの皆様は準備お疲れ様でし
た。 
ただ、チーム作りがなかなか難しいですね。

ちょっと遠いのですが、着いてしまえば良いとこ
ろでした。お天気が良くて何よりでした。雨が降
った時のことを考えると、雨宿りもできないし大
変だったでしょうね。 少ない人数で頑張っていました。お疲れ様です。 とてもわかりやすかったです！ イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） はい

団体戦はガチの体育会の人ばかりという印象でしたが、今回
の出場者、レベル感であれば、試合も楽しめるので。

11/8/2021 21:03:21 はい トリプルMIX団体戦 20～24歳 100 少し高い
アウトボールを避けようとしたら避けきれず、相手
のポイントになってしまった場面があったこと。 綺麗なトイレが遠い とても対応が良かった 見やすい 米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ] [初日]Origine Orto（ピザ） はい 満足した為

11/8/2021 21:05:12 はい トリプルMIX団体戦 20～24歳 80% 少し高い 皆さん上手だった 遠かった 時間など二転三転するのが気になった よかった イベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） いいえ 遠い、学生なので高い

11/8/2021 21:16:51 はい クロスオーバーカップ 55歳以上 80 適正 皆さんの程よくテニスを楽しむ雰囲気
コートが分散されていたのでイベントの盛り上が
りが難しかったかな 効率的にやられていました 上手くまとまっていた イベントには参加していない [初日]Origine Orto（ピザ） はい 懇親の良い機会

11/8/2021 21:20:25 いいえ クロスオーバーカップ 55歳以上 70 高い スターチャネル オムニコートがいい 良かった 良かった

米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ], 
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音
選手ヒッティング, HEADラケット試打

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[2日目]BAOBAB（タコライス） はい

年代を超えたチーム団体戦がいい　壮年は、50歳以上が良
い

11/8/2021 21:23:04 はい トリプルMIX団体戦 30～34歳 100% 適正 キッチンカー、主催者の親切なご対応 面数が多く進行が早かったので良かったです。

みなさん元気が良く、連携が取れており、大変親切
なご対応をして頂きました。ありがとうございまし
た！

見やすく、それぞれの紹介もあり、見返したくな
るような作りでした♩ ラケットマイスター

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー） はい

とにかく楽しかったです！キッチンカーも含め、試合も沢山
できて、良い思い出になりました！

11/8/2021 21:30:53 はい クロスオーバーカップ 55歳以上 95% 少し高い

・会場が広大であるが故のトイレの不潔不安感 
・出店キッチンカー店員さんの対応の良さ 
・テニスブランド(ウェアやアクセサリー)の出店が
もう少しあると良かったです

・印象に残った出来事とかぶりますが、広大過ぎ
る故の不便さを感じました とても親切、スムーズな対応で不満0です

大会終了後に読み直しました。各紹介楽しかった
です。 イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） はい

団体戦で種目分けされた大会では対戦相手が相応なので楽し
めます

11/8/2021 21:41:23 いいえ トリプルMIX団体戦 30～34歳 80 適正 Airbnbでの飲み会 関東近辺なのでありがたい 文句無し
プロフィールとかもっと充実すると良いと思っ
た。 イベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい レベルは高いがやっぱり楽しい！

11/8/2021 21:51:03 はい クロスオーバーカップ 35～39歳 80 適正 初めましての方々とたくさん交流できた！
車がないと移動が大変、トイレ環境が女性的には
きつい。 大変よくしていただきありがとうございました。

どなたが参加されているかわかるので良かったで
す。 イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい また色々な方と交流できたら嬉しいので。

11/8/2021 21:51:13 はい トリプルMIX団体戦 35～39歳 100 適正 メンバーが凄かった（初見） クラブハウスが遠い 素晴らしいホスピタリティ 読みやすい イベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい 楽しかったから

11/8/2021 21:52:19 はい クロスオーバーカップ 55歳以上 60 少し高い とくになし 防風対策　雷対策 スタッフは見かけたので、ok
まだ良くみてませんが、情報細かくてよいと思い
ます イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） いいえ レベルが高すぎ

11/8/2021 22:13:32 いいえ トリプルMIX団体戦 25～29歳 100 適正 タコライスが美味しかったです😊
大宮は近くて参加しやすいのでまた埼玉で開催し
てもらいたいです！ 遅刻等ご迷惑をおかけしてすみませんでした。

1人1人のコメントが載るのが素敵だとおもいま
した！ イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[2日目]BAOBAB（タコライス） はい

沢山テニスが出来て、色んな人と話ができてとても楽しい大
会でした。今回最下位だったのでリベンジしたいと思いま
す！

11/8/2021 22:35:20 はい クロスオーバーカップ 50～54歳 100% 適正 対戦相手の方がとても個性豊かだったこと。
私の居住地(千葉)からは遠いですが、テニスコート
自体は特に不満などありませんでした。 何か不満を感じるようなことはありませんでした。 表紙、カッコ良かったです。 イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー） はい

クロスオーバーカップの壮年として出場しました。出場者の
レベルの差があまりなく、楽しめたためです。

11/8/2021 23:10:42 いいえ トリプルMIX団体戦 20～24歳 70 高い

別のコートでクロスオーバーカップをしていて、と
ても盛り上がっており、社会人の方がこれだけ楽し
める大会なんだなと感じたこと とても綺麗でよかったです！ ありがとうございました！

テニスベアのプロフィールが載るとは知らなかっ
たのですが、とても面白かったです！ イベントには参加していない [2日目]BAOBAB（タコライス） はい 試合も十分にできてとても楽しかったから

11/8/2021 23:31:34 はい トリプルMIX団体戦 35～39歳 100 少し高い 朝が早くて1日が有意義だったこと とてもいいコートだった
運営の合間にもコミュニュケーションを取られていて
すごくアットホームな感じがした ややToo muchな印象 イベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい レベル感もちょうどよく、イベント感もあり楽しかった

11/9/2021 6:56:01 はい トリプルMIX団体戦 20～24歳 90 適正 他のチームに知り合いがいた瞬間 トイレだけが残念 連チャンでの試合が多かったが、満足感があった。 メンバー紹介が見れて楽しい。 Slinger Bag＆Princeラケット試打 [初日]Origine Orto（ピザ） はい
非常に和気藹々と、かつ試合は真剣でとても満足感が高かっ
た。ぜひまたミックスオンリーで大会をしてほしい。

11/9/2021 12:03:44 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]25～29歳 85 適正 季葉ちゃんかわいい 広くて最初受付がどこかわかりにくかったので、もう少し案内が欲しかったですみなさんいい方でした 良かったと思います 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音選手ヒッティング [初日]Origine Orto（ピザ） はい 次は優勝狙うので
11/9/2021 12:04:04 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]40～44歳 100 適正 想像以上に多くの人数が集まった コートはちょっと古くてひび割れているところが複数あった　区画が分かれていると非常に遠い少し人数不足しているように見えて大変そうだった 非常に良い イベントには参加していない 食べていない はい 非常に多くのレベルの高い試合が出来たから

11/9/2021 12:05:59 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]25～29歳 100 少し高い 季葉ちゃんが可愛すぎました。 区画が離れていたため少しイベントに参加しにくかったみなさん笑顔で優しく接して下さったので良かったです。良かったと思います、パンフレットのおかげで声をかけてくださった方がいらっしゃいました。

米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ], 
尾﨑里紗選手＆奥脇莉音選手ヒッティング, HEADラケット
試打 [初日]Origine Orto（ピザ） はい

こういった大会込みのイベントは中々ないと思います、とて
も楽しかったです、ありがとうございました。

11/9/2021 12:10:34 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]30～34歳 100 適正 試合が終わったあとにイベントに参加できたので良かったですアクセス悪いですがしょうがないと思います。 良かったです。 良かったです。

Slinger Bag＆Princeラケット試打, 堀内竜輔選手＆濱口昌孝
選手ヒッティング, 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音選手ヒッティン
グ, HEADラケット試打, 佐藤博康選手レッスン＆ラケット
試打（T-PRESS × Babolat）, ラケットマイスター, ダンロ
ップ試打ラケット 食べていない はい

試合は早々に負けてしまいましたがイベントとして楽しかっ
たです。

11/9/2021 12:14:07 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]25～29歳 90 高い 集合時間が早かった 特に無し スムーズな進行でよかったと思います。 面白い取り組みだと思います イベントには参加していない なし はい 大会全体として盛り上がりを感じられたので。

11/9/2021 12:17:32 いいえ 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]25～29歳 95% 適正 10面（それ以上?）での試合進行の草トー コート自体は特に悪かったと思いますが、会場の都合上イベントコートが少し離れた箇所にあり、またドローの関係でほとんどイベントに参加出来なかったのは少し残念でした。運営スタッフの方は皆さん頑張られていて、また人当たりの良い方々ばかりでした。パンフレット作成は良かったです！ただプロフィールなど個人情報も含まれているものが冊子のみならずWEBにアップされているのは問題ないのか若干疑問に思いました（そこまで事前確認があったのか、パンフレット自体は良いものなので冊子のみはそれはそれでもったいない）かなチャレ[インスピチャンネル]
[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー） はい テニスの試合のみならずイベントとして楽しめるため。

11/9/2021 12:17:52 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]55歳以上 90 適正 6試合フルにできた事 立地、コート面数、駐車場の確保などを考慮すると、候補地が限られると思いますが、車がない参加希望者には、不便かもしれません。良いですが、会場が離れていたため、試合の合間にイベントに参加することができなかったのが残念でした。試合が終わった後には、イベントも終わっていたので、待機中に参加できると良いです。分かりやすくて良いです。 イベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい 次回は、イベントにも参加したい。

11/9/2021 12:21:15 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]40～44歳 80 少し高い 参加者が多く楽しかったです 問題無いです とても良かったです 良かった
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 堀内竜輔選手＆濱口昌孝
選手ヒッティング [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい もう少し勝ちたい

11/9/2021 12:24:13 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]25～29歳 99 値段以上の価値があった 佐藤翔吾さんとの試合 大宮健保は正直嫌い 3位トー3位は商品なしって言われたけど実際は賞状などあるみたいだったのでしっかり周知しておいてほしいかなり良かった　テニスベアのアイコン乗ってて誰かわかりやすいしかなり良かった
尾﨑里紗選手＆奥脇莉音選手ヒッティング, HEADラケット
試打 食べてない選択肢が無い！ はい

一日中楽しかったです　1～3ヶ月に1回開催してほしいくら
い　大会のレベルも中級でも楽しめる感じでしたしよかった

11/9/2021 13:08:10 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]30～34歳 95 値段以上の価値があった 佐久間Pをはじめ著名人らと接することができたこと。駅からのアクセスが容易なところだと有難い 大規模にもかかわらず滞りなく進めて頂き感謝 良いと思います

米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ], 
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音
選手ヒッティング, HEADラケット試打 [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい

さまざまな気づきを得られる素晴らしい機会なので是非やっ
てください

11/9/2021 13:08:57 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]40～44歳 70％ 値段以上の価値があった 低価格でラケットのカスタムができたこと。 特に不満はありませんでした。 特に不満はありませんでした。 白地にポップな漫画イラストが表紙でおしゃれ。
Slinger Bag＆Princeラケット試打, ラケットマイスター, ダ
ンロップ試打ラケット

[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, [2
日目]BAOBAB（タコライス） はい 全敗したので、リベンジしたい！

11/9/2021 13:12:45 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]45～49歳 100 値段以上の価値があった スタテニのライブ配信に出られたこと！ 事前に聞いていたほど風も強くなく、コートも思ったほど速くなくやりやすかったです。とても親切でよかったです！ とてもしっかりとしたパンフレットでびっくりしました。

米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ], 
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音
選手ヒッティング, HEADラケット試打 [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい 試合は早々に負けてしまったので、リベンジしたいです！

11/9/2021 13:40:03 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]50～54歳 80 少し高い 好きなだけ試合ができた！ 初めて来た人にとっては受け付け場所などわかりずらかったと思います。特にありません 良かった かなチャレ[インスピチャンネル], ダンロップ試打ラケット 食べていません はい 一日中ﾃﾆｽができるイベントで満足したから。

11/9/2021 13:53:50 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]55歳以上 90 適正 みなさんから感じたテニス愛 コートへの出入り口をパンフに乗せたり、張り紙をするなどして周知するとよいのではないでしょうか。なるべく試合中の他のコートの後ろを通らずに済ませたいので、中央部の扉やベンチ横のネットのすきまなどからも出入りできることが、最初からわかっていると、選手の移動もより円滑になると思います。親切かつ的確に問い合わせなどに対応していただけたので、大満足です。ありがとうございました。大会当日前にネットにアップされていたので、次回からはその情報もテニスベアのチャットなどで知らせていただけると助かります。URLプラス「現時点でのパンフをアップしたベア」といった感じで。以下、パンフ内容の改善の提案3点です。 記 （１）初参加者は集合場所がどこなのか不安になるので、「本部／受付」などと地図の中に書き加えていただければと思います。（２）「進行・ルール」のところに、「予選リーグ終了後は、順位別トーナメントのコートを案内しますので、10番コート横の出口前のスペースで、お名前が呼ばれるまで待機をお願いします」など、案内を入れてはいかがでしょうか。（３）「選手紹介」のページの「氏名」をテニスベアのハンドルネームにしていただけると、後でバッジなどを贈る際にわかりやすいかと思いました。 以上
宮澤盛男[モーリー]タイブレーク対決！, ダンロップ試打ラ
ケット 利用していません。 はい

ただし、私の場合、もう少しシングルスのゲームに慣れるこ
とと、本番で安易なミスをしないことが必須。対戦相手をが
っかりさせないよう、十分な準備をして臨みたいと思ってい
ます。

11/9/2021 14:20:33 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]55歳以上 70 適正 皆さん楽しむより、真剣にテニスに打ち込んでいた。高年齢にはハードコートは辛い。 試合の順番、呼ばれたかどうか分かりづらかった。？何れくらいの待ち時間があるのか、想定出来る様にしてほしい。当日ではなく、事前にほしい。 イベントには参加していない [両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー） はい 流れが少しわかったから、次回はもっと楽しめそう。

11/9/2021 15:51:12 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]19歳以下 90 適正 試合 少し遠い 素晴らしかったです とても見やすく工夫されてました。景品は書いて欲しかったです
Slinger Bag＆Princeラケット試打, かなチャレ[インスピチ
ャンネル] なし はい 楽しかった。沢山試合できて満足

11/9/2021 15:51:17 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]50～54歳 90 値段以上の価値があった 試合後も楽しいイベントが盛り沢山で対戦者の方々とも一緒に楽しい時間を過ごすことができたこと広大な施設で気持ちよく参加できる会場でした。ただ、テニスだけではなく野球されてる方々もいらっしゃって、野球ボールがコートに飛んでくること、野球の声援がすごいことが気になりました。また広大な施設のため、受付場所がわからず探し歩いたことなどももう少しわかりやすく掲載されているとより良かったのではと感じました。皆さん優しく丁寧に接して頂き、大変感謝の気持ちでいっぱいです。ご準備、当日の対応とほんとに大変だったと思います。ありがとうございました。大会パンフレット作成ありがとうございます。

宮澤盛男[モーリー]タイブレーク対決！, かなチャレ[インス
ピチャンネル], ラケットマイスター, ダンロップ試打ラケッ
ト キッチンカー利用しませんでした。 はい

試合で勝ちたい、いろんなイベントにもっと参加したい、対
戦者の方々との交流ももっと広げていきたい。

11/9/2021 16:37:00 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]55歳以上 70% 少し高い レペルが高過ぎ 駐車場も余裕があり、テニスコートもたくさんあるところで、また普段行きなれているところなのでよかったです。いつも、丁寧に相手していただけるのでよかったです。希望イベント、サーブ等の的当てゲームやスピードガン  等       こんなに立派なものがあるとは驚きでした。
宮澤盛男[モーリー]タイブレーク対決！, かなチャレ[インス
ピチャンネル] 食べていない はい 思ったより楽しく過ごせました

11/9/2021 17:49:55 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]55歳以上 70% 少し高い タコライスにタコが入ってなかった 近場でよかった 良かったです 良かったです

Slinger Bag＆Princeラケット試打, 堀内竜輔選手＆濱口昌孝
選手ヒッティング, 宮澤盛男[モーリー]タイブレーク対決！, 
かなチャレ[インスピチャンネル], ラケットマイスター, ダン
ロップ試打ラケット [2日目]BAOBAB（タコライス） はい 勝つため

11/9/2021 18:06:46 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]20～24歳 100 値段以上の価値があった プロとラリー この規模だからできるイベントって感じで良かったです。積極的に声かけてしていただき楽しかったです とてもよかった

米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ], 
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音
選手ヒッティング, HEADラケット試打 [初日]Origine Orto（ピザ） はい とても楽しかったです

11/9/2021 18:49:14 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]50～54歳 100 適正 佐藤翔吾さんのうまさと女子プロ選手の球の威力。相手のレベルが上がるとラリーが続いて体力が削られること。コートがずいぶん荒れてましたね。。 よかったです！ よかったです！
尾﨑里紗選手＆奥脇莉音選手ヒッティング, HEADラケット
試打 [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい

試合だけでも十分面白かった+体力に余裕があればイベント
にももっと参加したかった

11/9/2021 18:58:55 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]30～34歳 100 少し高い 優勝した瞬間 素晴らしい環境だと思います。 素晴らしいスタッフでした(特に石井コーチ、いつもありがとうごさいます！)よかったと思います。 イベントには参加していない
[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[2日目]BAOBAB（タコライス） はい 楽しかったから。

11/9/2021 19:37:25 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]45～49歳 100 適正 かなチャレに2回も挑戦できたことです。 最高の場所です。何度かけんぽでのインスピの試合に出ていたので場所はすぐわかりました。コミュニケーションが素晴らしく完璧な運営でした。 予想以上に豪華なもので良かったです。
Slinger Bag＆Princeラケット試打, かなチャレ[インスピチ
ャンネル], ダンロップ試打ラケット

[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, [2
日目]BAOBAB（タコライス） はい

1日の試合数として体力的に厳しいですが来年も参加したい
です。超初級～初中級の試合にインスピ中上級に出ている人
や中級優勝者が出ていてレベル設定が高めだったのも刺激を
受けられるという点で良かったです。

11/9/2021 20:03:38 はい クロスオーバーカップ 30～34歳 100 適正 キッチンカーはテンション上がりました！ 交通の便を除けばすごくいいと思います 運営さんのサポートのおかけで気持ちよくテニスができました。見やすいと思いました イベントには参加していない
[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 寒くなければ参加したいです

11/9/2021 20:25:59 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]40～44歳 85 少し高い 3位決定戦 どこでも良い 頑張ってた まあまあ イベントには参加していない なし はい 楽しかった
11/9/2021 20:51:16 はい トリプルMIX団体戦 20～24歳 90 適正 久しぶりの試合で足が攣りかけたこと。 駅から行きやすくよかった。 とても丁寧に対応いただいた。 面白かった。 米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ] [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい 楽しかったから。

11/9/2021 21:11:06 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]35～39歳 80 適正 キッチンカーのミルクティ美味しかった コートの状態はやや不満足 大きな声で進行して下さってり、学生さんの方々も走り回ってくれていて好感がもてました。見やすかった。 イベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい
レベルが近い人たちと試合できると敗けて悔しいが、試合も
楽しくできるから。

11/9/2021 21:55:22 はい 男子シングルス[11月6日：中級～オープン]25～29歳 100 値段以上の価値があった 女子プロとのラリー ラインが見えにくかった 満足です よかったです
尾﨑里紗選手＆奥脇莉音選手ヒッティング, HEADラケット
試打

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 有意義な1日でした

11/10/2021 0:10:08 はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]30～34歳 100 適正 売店（ピザ） コート数多くてびっくりしました 丁寧な対応をされていたと思います 充実した内容でした イベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい たくさんの人とテニスが出来るから

11/10/2021 9:03:44 いいえ クロスオーバーカップ 35～39歳 95 適正 ラケットマイスターに見て貰えたこと。 団体コートとイベントコートが少し遠く、気軽に行来にくかった全く問題なし キッチンカーの開始時間やイベント予定時間も乗せて貰えたら分かりやすかったかと。

Slinger Bag＆Princeラケット試打, 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音
選手ヒッティング, HEADラケット試打, ラケットマイスタ
ー

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[2日目]BAOBAB（タコライス） はい

いつもよりゆったり出来た試合だったかと思います！たまに
はこの雰囲気の試合も楽しいです！

11/10/2021 9:07:30 いいえ トリプルMIX団体戦 30～34歳 95 値段以上の価値があった 佐藤博康プロのレッスンイベント 近場かつ、コート数がおおかったので、試合が素早く回った非常に頼りになった。特に村上さんと澤田さん ブレークバックの表紙があり、かつメンバーの紹介等もあり良かった。

Slinger Bag＆Princeラケット試打, 堀内竜輔選手＆濱口昌孝
選手ヒッティング, 佐藤博康選手レッスン＆ラケット試打
（T-PRESS × Babolat）, ラケットマイスター, ダンロップ
試打ラケット

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 非常に満足度が高く、楽しかったため。

11/10/2021 9:27:15 はい クロスオーバーカップ 30～34歳 70 適正 イベントに参加する時間がなかったのが心残りです。2時に終わるなら試合の合間に休憩入れて、その時にイベント入れてくれてもいいかなと思います。本部が遠かったので少し大変でした 親切でした 特に問題ないです イベントには参加していない

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） はい 特殊な試合で楽しかったです。

11/10/2021 9:32:04 はい クロスオーバーカップ 55歳以上 90 適正 イベントとが盛りだくさん 千葉からの参加ですが、外環道が整備されたおかげで問題ないですご尽力ありがとうございます かなり立派なパンフでしたが、もったいないのでPDF等 ファイルのみで良いと思いますラケットマイスター
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, [2
日目]BAOBAB（タコライス） はい 団体戦に年齢別が含まれるとありがたいですね
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11/10/2021 9:43:36 いいえ クロスオーバーカップ 35～39歳 80 少し高い 進行がとてもスムーズで気持ちよく試合ができました！よかったです！お天気にも恵まれて！アップもしっかりできました！進行良かったです！ クオリティたかかったです！ イベントには参加していない 食べてないです はい

世代をこえたいろんな方々と試合ができたことはすごく良か
ったです！イベントが女性も参加しやすいものが良かったで
す！参加組数ももう少し多いとなお良かったです。参加費が
少し高かったので。応援は外からでも試合が見やすくしやす
かったです。また関東での開催を楽しみにしております。

11/10/2021 9:46:53 いいえ トリプルMIX団体戦 30～34歳 100% 少し高い たくさん試合できて良かったです！ 日光以外はとても良かったです！ 素晴らしい対応でした！ 良かったと思います！ Slinger Bag＆Princeラケット試打, ラケットマイスター
[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 素晴らしい思い出ができたからです！

11/10/2021 10:03:13いいえ トリプルMIX団体戦 25～29歳 90 少し高い ラケットチューニング 本部が若干遠かったです 楽しい時間をありがとうございました！ 他の人のプロフィールが見れて、読むのが楽しかったです！
堀内竜輔選手＆濱口昌孝選手ヒッティング, ラケットマイス
ター

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 団体戦が楽しいため

11/10/2021 10:33:12はい クロスオーバーカップ 50～54歳 90 高い イベントがよかった いいと思います いいと思います いいと思います
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 堀内竜輔選手＆濱口昌孝
選手ヒッティング

[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, [2
日目]BAOBAB（タコライス） はい 楽しいから

11/10/2021 11:23:28はい クロスオーバーカップ 45～49歳 100 少し高い 運営の手際良さ イベントしやすい会場ですよね(ただ、女性はトイレが…)先の質問に書いてしまいましたが素晴らしいと思いました素敵ですが、立派過ぎる感も、、 イベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい
キャプテンは大変そうですが、年齢層も幅広く、楽しかった
です。知らない方ともお友達になれたり。

11/10/2021 11:40:27いいえ クロスオーバーカップ 30～34歳 90 適正 2日間同じペアで試合にでていたので、せっかくのクロスオーバーの団体戦だったので他の人とも組みたかったと感じた事野球ボールが飛んできていたので、万が一当たったらと考えるとちょっと怖いです。とても気さくで困ってるとすぐ対応して頂きました。 カラー&写真付きで良かったと思います！ イベントには参加していない
[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[2日目]BAOBAB（タコライス） はい 異なる年代の方々と出るのも楽しいと感じました。

11/10/2021 11:56:43いいえ クロスオーバーカップ 55歳以上 60 少し高い スターチャネルのイベント オムニコートがいい 良かった 良かった

米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ], 
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音
選手ヒッティング, HEADラケット試打 [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい 壮年は、50歳以上を希望します

11/10/2021 12:04:58いいえ トリプルMIX団体戦 25～29歳 100% 値段以上の価値があった イケメンのプロ？と打ち合えたこと 家から近くてうれしかったです。 話しかけやすくて、スムーズでした。 他チームのも楽しく見れました。
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 堀内竜輔選手＆濱口昌孝
選手ヒッティング

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, [2日目]BAOBAB
（タコライス） はい 試合数が多くて満足度が高いからです。BBQしたい！

11/10/2021 12:11:27はい クロスオーバーカップ 45～49歳 90 少し高い 全然勝てなかった… 会場までの道が早く片側二車線になってほしい 女性が特に素敵 なくてもイイ

米原実令選手&季葉ブレイクチャレンジ[Prince × スタテニ], 
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音
選手ヒッティング, HEADラケット試打 [2日目]BAOBAB（タコライス） はい 久しぶりに仲間と過ごせました！

11/10/2021 13:08:50はい クロスオーバーカップ 50～54歳 80 適正 レベルの高い大会でした。 遠すぎる。 タイブレークの方法について誤った認識を持っていて少し混乱した以外は特に不満はありません。しっかりしたものが作られているなという印象です。イベントには参加していない
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, [2
日目]BAOBAB（タコライス） いいえ 会場が遠いのに開始時間が早すぎる。

11/10/2021 13:28:11いいえ クロスオーバーカップ 30～34歳 95 適正 まったりとした雰囲気 駐車場も多く快適 いつもお世話になりありがとう御座います 毎度しっかりした出來で満足です ラケットマイスター 利用していません はい クロスオーバーの楽しさがわかりました
11/10/2021 14:22:47はい クロスオーバーカップ 45～49歳 80 適正 試合も応援も楽しい トイレが不満 良かった 良い イベントには参加していない [初日]Origine Orto（ピザ） はい チーム優勝、楽しかったです。

11/10/2021 16:09:00はい クロスオーバーカップ 55歳以上 80 少し高い プロとの試打会 コート数はOK,眩しいのが難点 段取りは良かったと思います！ カラーでとても良い。
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音
選手ヒッティング [両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー） はい いつものメンバー以外と試合が出来て楽しい。

11/10/2021 18:19:14はい クロスオーバーカップ 55歳以上 90% 適正
知らない方々と交流できたこと。 
チームメートも対戦相手とも 広くて移動大変な部分もあったけど、コロナ禍で旅行も行っていなかったので、ちょっとアウトドア気分も味わえて、ゆったりできました。親切で運営もスムーズだった。 カラーで見ていて楽しかったです！帰宅後家族で見て知り合いがいたり二度楽しめましたイベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい 楽しかったから

11/10/2021 19:42:02はい トリプルMIX団体戦 35～39歳 50パー 高い 私にはレベルが高すぎました笑 広くていいとおもいます 注意しましたが両日三試合保証と大きく記載されているので、こちらがいうまで、書いてある内容とは違う進行なのは私も会社をやっているので、びっくりしましたよかったです Slinger Bag＆Princeラケット試打 [2日目]BAOBAB（タコライス） いいえ 拘束時間が長いのと、わたしにはレベルが高すぎました！
11/10/2021 20:29:42はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]55歳以上 70% 適正 天気が良かった 問題ありません お疲れ様です。ありがとうございました。 もう少し前に欲しかったです。 イベントには参加していない [両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ） はい 来年はイベントに参加したい

11/10/2021 22:43:19はい クロスオーバーカップ 50～54歳 50 高い
賞品がパンだったこと 
賞品か参加賞がもっとよくならないと出場チームが増えないと思うハードコートは避けたい 次の試合の入りはスムーズだった よかった イベントには参加していない

[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー）, 
[初日]Origine Orto（ピザ）, ホットドッグ屋
のタピオカのドリンク はい

クロスオーバーカップは強い一般男子と強い壮年女子がいれ
ば重複可能なので勝てることがわかったから次回はそのよう
にしたい

11/11/2021 14:41:41はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]50～54歳 100 適正 モーリー、かなチャレの対戦 問題ない 対戦相手が来なくて20分ぐらい待たされた 見やすかった

Slinger Bag＆Princeラケット試打, 尾﨑里紗選手＆奥脇莉音
選手ヒッティング, 宮澤盛男[モーリー]タイブレーク対決！, 
かなチャレ[インスピチャンネル], ダンロップ試打ラケット [初日]Origine Orto（ピザ） はい 全般的に楽しめた

11/11/2021 20:43:48いいえ クロスオーバーカップ 30～34歳 80 適正 他のチームのメンバーとの交流 会場自体が広く他チームとの交流がしづらいと感じた丁寧に対応いただいてよかったです チームの雰囲気がわかって楽しく読ませていただきましたイベントには参加していない
[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[初日]Origine Orto（ピザ） はい 次回以降より盛り上がると感じたので楽しみにしてます。

11/12/2021 14:55:38はい 男子シングルス[11月7日：超初級～初中級]55歳以上 90% 適正 ダンロップさんの試打ができたこと 環境は素晴らしかったが、コートのひび割れ、日射角度の関係でサービスラインが見えづらい場合があった。運営およびスタッフは良かった。感謝している。しかし、会場が見つけるまでに苦労した。エントリーが遅れたので小生は記載されていなかった。仕方がないが。
Slinger Bag＆Princeラケット試打, 堀内竜輔選手＆濱口昌孝
選手ヒッティング, ダンロップ試打ラケット

[両日]EZY CAFE GLUCK（ホットドッグ）, 
[両日]SESHIMON COFFEE（コーヒー） はい

レベル的にあっていたー勝ち負け半々。今度は遅刻せず順位
を確認したい。
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