
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

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。

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！

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。

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！

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！

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。

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😊

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！

25～29歳 80 少し高い 。 。 またお願いします

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！！！

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！

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！

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。

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。

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。

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！

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

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！

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。＾＾

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

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。
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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

🙇

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！！！

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！

30～34歳 90 適正 出場者の多さ 特になし 楽しかったです！！！

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。

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。

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。

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。

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！

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！

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！

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！！

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！

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。

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！

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

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

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

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。

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！

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‼

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

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！
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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。

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。

20～24歳 80 少し高い 試合 めちゃめちゃ大変そうでした。

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。

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。

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！

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！

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
25～29歳 80 適正 雨 楽しかったです

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。

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

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✨　

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。

20～24歳 70 適正 団体戦良き 良かったです

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!!

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

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。

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！！

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。

25～29歳 100 適正 よかった！ 雨天時の対応が迅速だった
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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！

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。

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！

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

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。

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

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！

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！

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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