
Chain Cupは 
何回目ですか？

年齢は 
おいくつですか？

今大会の 
満足度

参加費は 
適正でしたか？

参加費以外で使用した 
金額を教えて下さい 大会中、最も印象に残った出来事 テニスベアでの大会進行はどうでしたか？ 運営および運営スタッフについて

今後もChainCupに参加
したいですか？

2～5回目 25～29歳 80 適正 不明 試合

簡単でいいと思います！トーナメントの抽選も
テニスベアでできれば公正でもっと楽だと思い
ます。 いつもありがとうございます。 はい

数えきれない 25～29歳 70 適正 1万くらい？ やっと予選の男ダブで勝った

これから使っていくたびに確立されていくもの
だとは思いますが、せっかくいいツールが完成
しているので、より効果的に活用してもらえる
ような運用方法（例:対戦カードのチームリーダ
ー同士で、試合前/後にお互いのオーダー/結果
入力されているか確認、等？）を発信していく
とかでしょうか。 

システム的にも、オーダー/結果入力締切時間を
運営が入力→時間を過ぎても入力していないチ
ームのリーダーへプッシュ通知送る等、出来る
ことはあるかもしれません。 
まあ、システム改修するとなるとコストがかか
るので難しいんですが、、 いつもお疲れさまです。 はい

数えきれない 25～29歳 100% 値段以上の価値があった 20,000円
上手な人たちがフリーコートで打ち合ってると
ころを見れたこと。

円滑に試合進行ができたのでよかった。いつも
叫んで伝えてくれてるのでありがたいが、「A
対B、◯コートで試合です」みたいなのもテニ
スベアでできたら、運営が少しでも楽になるん
じゃないかと思う。

今回も楽しい企画・運営ありがとうございました！また
参加させていただきます！！ はい

2～5回目 30～34歳 90% 適正 1万円程度 牡蠣鍋が中止になったこと
アプリで対戦相手や自分のチームのブロックが
分かるのが面白いと思った 特になし はい

数えきれない 25～29歳 100％ 値段以上の価値があった

高速往復9000円 
宿泊費4500円 
食費7000円（２日分） 岡山で仲間と食べる牡蠣鍋最高でした！！

円滑に進行でき、コロナ対策にもなるのでとて
も良かったです！

落とした携帯を届けてくれました、失くして本当に困っ
ていたので本当にありがとうございます はい

2～5回目 35～39歳 100 適正 5000 牡蠣鍋 スムーズ よかった はい

2～5回目 30～34歳 100 値段以上の価値があった 10700 美味しい牡蠣をお昼に食べられたこと
スムーズで細かに気を遣って下さっていて満足
でした 迅速に進行いただきました はい

2～5回目 25～29歳 70% 少し高い 1,2000円
牡蠣鍋美味しかったけど、タコ飯も楽しみにし
てたので、残念だった。

スムーズだし、わざわざ本部に行く手間が省け
るので、良かった。 コートを1つの場所にまとめてほしかった。 はい

2～5回目 30～34歳 75 少し高い 5000円 牡蠣鍋が途中で中止になったこと 提出した後の修正をやる時が不便 バタバタしてそうに見えた はい
2～5回目 25～29歳 70 高い 5000円 牡蠣が中止になった。。。 大変スムーズでした。 丁寧で、親しみやすかったです。お疲れ様でした。 はい
2～5回目 25～29歳 70 少し高い 1000 牡蠣鍋が無くなったこと スムーズで便利でした。 スムーズな運営で毎回とても試合がしやすいです。 はい

2～5回目 30～34歳 80 少し高い 1人5000円 牡蠣の味噌汁 コロナのことを考えると良い

お疲れ様でした。大きな規模なので、各チームへの連絡
等大変だろうなと思いました。お昼に牡蠣汁エリアが混
雑するので、人を増やすか、チームごとに訪れる時間を
ずらしてある程度指定しても良いのかなと思いました。
目の前でご飯や味噌汁がなくなってしまうと、やはり昼
食として聞いている以上期待してしまうので残念です。
あと、6人でエントリー費を割ると4000円ですが、昼食
代を考えても少し割高かなと感じました。景品のほか、
何か参加賞があっても良いかなと思います。 はい

2～5回目 30～34歳 70 高い 5000 おいしい焼肉店をみつけた 滞りなく。 特にない はい
数えきれない 30～34歳 80 適正 35,000 元プロのテニス 総じてよかった 試合数が多い中上手く運営されていたと感じました はい
2～5回目 20～24歳 100% 適正 1500円 牡蠣鍋がおいしかった 楽だった 素晴らしかった はい
2～5回目 25～29歳 80% 適正 2万5千円 牡蠣鍋 非常に便利でした。 よかったです。 はい

数えきれない 20～24歳 50 少し高い
宿泊費、交通費、食費、
観光

普段出来ない人達との試合を楽しめたので良か
ったです。 
牡蠣鍋、たこ飯が中止になってしまい残念だっ
た． 楽で使いやすく良い方法でした。 スムーズな進行ありがとうございました。 はい

2～5回目 20～24歳 100 適正 昼食代 周りの人が激強でした 特にないです！ テニスベアで進捗がみれるからとても良かったです はい
数えきれない 25～29歳 70 高い 18000円程度 タコ飯が食べられなかった。 コート数が多いためだいぶ良かった。 特にない はい

初めて 30～34歳 80 少し高い 0
高校時代の部活の後輩と初めて試合に出れたこ
と。 アプリで全て確認できるので、便利でした。

牡蠣鍋とタコ飯が途中で食べれなくなってしまったのは
残念でした。 はい

数えきれない 30～34歳 100 適正 2～3万円

岡山で久しぶりの再会をした人たちが、チーム
関係なく試合合間のフリーコートで練習してい
て、皆とても楽しそうだったこと。

今回二回目だったので、スムーズに使えて便利
だと感じました。

盛り沢山の内容で人数もコートも多いにも関わらず、と
てもスムーズに進行して頂きありがとうございました。 はい

数えきれない 25～29歳 120 値段以上の価値があった 7,500
空きコートのシングル10ポイントマッチ（メン
ツえぐかった～） 予選時、予選の順位が分かりやすかったです！ 色々あってめちゃくちゃ大変そうでした笑 はい

2～5回目 25～29歳 80 少し高い 3000円 カキオコ食べたこと いいとおもいます いいと思います はい
初めて 20～24歳 80% 適正 ガソリン代 牡蠣が食べられた事 スムーズでよかったです とてもわかりやすくスムーズに進めていただきました はい

数えきれない 35～39歳 95 少し高い 3000 牡蠣鍋中止
画期的で便利だし、結果も見れていいと思いま
す！

参加者のことしっかり考えていただき、代替案など対応
していただきありがとうございました！参加者たくさん
まとめるのも大変だと思いますがいつもお疲れ様です！
ありがとうございます！ はい

初めて 20～24歳 100 適正 1000円 団体戦特有の盛り上がり方 スムーズだったと思う。 楽しい大会ができた はい

2～5回目 30～34歳 90 適正 20000円
最後に余った食材頂きました！ 
打ち上げしたいと思います。

慣れるまでは難しいけど、慣れたら便利かなと
思います。

少人数での運営とコロナ対策で大変なのはわかっていま
すが、昼食の牡蠣鍋をもっと食べられたら文句なしと思
います。 はい

初めて 25～29歳 100 値段以上の価値があった 6000 周りのレベルが高かった。 よかったです ありがとうございました。 はい

初めて 20～24歳 90 適正 6000円くらい 牡蠣が美味しかった とてもよかったです！
スタッフが近くにいてくれるので とても助かりまし
た。 はい

初めて 25～29歳 90% 少し高い 5000 景品のサービス わかりやすい 楽しい大会でした！ はい
初めて 20～24歳 100 適正 高速費 牡蠣が食べれたこと！ よかった！ ありがとうございました！ はい

初めて 25～29歳 70 適正 2000 牡蠣鍋食べたこと
誰でも気軽に見れて、オーダーも出しやすかっ
たから良かった！

声をかけたり走ったりと、忙しそうに見えました。大会
スタッフの方々の運営のおかげで楽しく試合が出来まし
た。ありがとうございます。お疲れ様でした。ゆっくり

休んで下さい☺ はい

2～5回目 25～29歳 100 適正 3000 知人の激しい試合を見たこと
大会が月末だったので速度制限かかった人がい
たら支障が出そうだなと思いました しっかりした運営だと思いました はい

初めて 30～34歳 80% 適正 交通費

最後の試合で対戦相手が、コールしないし、１
人の方はボール取りにいくのもゆっくり歩いて
最終的にはペアの人がいってましたけど、全体
的に態度が悪すぎ。あれは対戦相手に失礼で
す。全員での挨拶もないし、うちは全員でコー
トで待ってましたけど相手は試合する人だけ来
てなんとなしに試合始まりました。勝ち負けも
大事だと思いますが、最後まで楽しくやりたか
ったです。本当にショックでした。

オーダー入力のアプリは凄いと思いましたけ
ど、オーダー入力だけは、アプリを使わずにコ
ートで挨拶する時にお互い相手に報告する形に
だけにすれば選手も必ず全員集合するかと思い
ます。

１日有り難うございました。初めて参加で色々とご迷惑
かけました。１日の中で感じたことは、毎年出てるﾒﾝﾊﾞ
ｰかと感じました。それはそれでいいですがクラスもオ
ープンだけじゃなくって中級位迄のクラスもあったらも
っと色んな人が参加しやすいと思います。後、カキ汁が
途中で中止なった事をテニベアで連絡してましたけど、
携帯だと気づかない時もあるし皆近くにいるので口答で
連絡した方がいいと思いました。その方が皆に伝わりや
すいです。すみません今後の為にと思って色々と書かし
て貰いました。 はい

初めて 30～34歳 70 適正 5000円 牡蠣鍋やめますのアナウンス笑

コート割なんかもメッセージで届いたら大声で
チーム名叫んで探さなくて済むような…難しい
んですかね？ 頑張ってくれているのを感じました。 はい

2～5回目 45～49歳 80 少し高い 4000 対戦相手が強かった(‾▽‾;) リーダーに任せていたので分からない 一生懸命運営して頂きとても感じがいいです。 はい

初めて 50～54歳 50 高い 4000円 タコ飯が炊けていなかったのがショックでした 試合進行はスムーズで良かったです。
スタッフの方々はニコニコで親切でとても良かったで
す。 はい

2～5回目 30～34歳 70 少し高い 16000 ペアがラケットを忘れてきたこと

オーダー交換がすごく楽だった 
団体戦全部これになればいいと思うぐらい 
試合後も対戦した人の名前とかスコアが見返せ
るのも有り難い

会場広いのに少人数でスムーズに回して下さってありが
とうございました はい

2～5回目 30～34歳 75% 適正 7000 下位トーナメント準決、1:1でかかったミックス 特になし

去年は牡蠣汁とたこめしだったのに、今年は牡蠣汁とご
飯だったのが残念。そして、牡蠣汁も人によってめっち
ゃ少ない人がいて、もっと量があればいいのになと思っ
た。 はい

数えきれない 30～34歳 70 少し高い 10000円
商品の牡蠣が人数分無かったことが少し違和感
を感じました。 特に問題なし。 とても良かったです！ はい


