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事 業 概 要
①全国各地でChain Cup を実施

[ChainCup の特色 ]
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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。

①１大会の参加者は 100～300 名
②大会のほぼすべてが団体戦
　する・観る・応援するの大会作り
③地方創生・地域活性化
　賞品には各地の名産品等を盛り込む
④大会≒旅行という、
　スポーツツーリズムの普及・推進

Joint Sports・インスピリッツテニスクラブ・テニスグ！・YONEXなど、
大会によってはさまざまな団体とコラボして開催することもあります。

【開催予定の都道府県】
北海道・広島県・石川県
静岡県・岐阜県

【開催実績のある都道府県】
大阪府・兵庫県・京都府・岡山県
和歌山県・愛知県・沖縄県・熊本県
福岡県・東京都・千葉県・埼玉県
山梨県・群馬県・山梨県・香川県

三重県



事 業 概 要
②プロ大会の実施 BEAT COVID-19 OPEN

【実施】2020 年 7月 1日～ 3日
【会場】ブルボンビーンズドーム（兵庫県）
【賞金総額】1千万円

・クラウドファンディングで 1,000 万円の資金調達
・テニス界初のギフティング機能付 LIVE 配信（無観客試合）
・大阪大学医学部感染防止対策チームと感染対策を徹底
・コロナ禍において、テニス界のみならず、スポーツ界全般
　における新たなロールモデルを構築すべく取り組みとして
　メディア各社に取り上げられました。

Chain はサイト製作やクラウドファンディングの企画から
リターン対応、公式 SNS等の広告宣伝、協賛企業やメディ
アや選手たちの対応、その他準備～運営までを行いました。



事 業 概 要
③プロアマ同時開催企画 Chain Cup Autumn Festival’ 20@靱 TC

【実施】2020 年 11 月 28日～ 29日
【会場】靱テニスセンター（大阪府）

・男女プロ同士による団体戦（エキシビジョンマッチ）
・センターコート以外はアマチュア向けのChainCup を開催
・コロナ対策を徹底し、観客有のイベントとして開催
・プロの団体戦＆アマ大会決勝戦は、プロのアナウンサーの
　実況付。どちらもYouTube での配信を実施

プロ選手とのヒッティングイベントなども開催。



事 業 概 要
④高校生や大学生との交流企画 ⑤その他同時開催イベント (一部 )

プロと大学生の練習マッチ 大学テニスサークルの
現役 vs OBOG

高校生 vs 社会人対抗戦

デフ（聴覚障がい）テニス体験

パデル体験＆レセプション（大会初日晩）



事 業 概 要
さまざまな企業・団体・個人・プロ選手の皆様とのコラボ企画（大会と同時開催）
メーカーコラボ BBQ付宿泊企画 岡山牡蠣祭りカップ（参加賞牡蠣鍋）

大規模大会では
複数イベントや
キッチンカーも。
様々な体験を参
加者に御提供し、
五感で楽しんで
いただきます。



動画撮影・編集・配信
“テニスを観る・応援する人を増やす” という観点から、ほぼ毎日 1試合、試合動画を配信しています。
配信した動画は、600以上。Chain Cup の準決勝や決勝戦の試合が中心です。
撮影＆配信許可が出れば、Chain Cup以外のプロの試合やレディース、シニアの試合も投稿しています。
テニス観戦を身近にし、そこにお金を出す人を増やし、テニス界をもっと盛り上げたいという取り組みです。

Chain Cup に参戦したテニスYouTuber

現在のチャンネル登録者数
2022年6月24日現在：5260人

・スターテニスアカデミーチーム / スタテニ
・ぬいさんぽ /NUI-SANPO
・T-PRESS テニスの試合に勝ちたい人へ
・宮澤盛男
・テニスベア TennisBear
・インスピリッツテニスクラブ（コラボ開催）
・坂根ダブルス日記【Dr . きょとー】
・非力テニス翔吾 Tennis Channel
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等



参加者層・ 来場者数・リーチ数等
参加者層：情報リテラシー高めの 20~30 代、上級者が多い（男女比 6:4）
商圏は会場から約 200km以内（車で 2時間程度）
SNS( FB/IG/TW/LINE/youtube) フォロワー合計約 1万人

Chain 公式サイト→http://win-win-tennis.com
その他 SNSは「Chain-tennis」で検索

※マークは、2021 年の月間平均
参加者数
■大会数と参加者数（2021 年）

44 大会 約 3,500 名
過去最大 300名：2019 年千葉大会
過去最大面数 30面：2021 年埼玉大会
小規模ChainCup
→兵庫西宮大会：年間 35大会前後（平均約 25名）

HP/SNS
■ChainHP、及び SNS等によるリーチ数等
HP(UU)
HP(PV)
Facebook
instagram
Twitter
LINE@

YouTube
視聴者数
YouTube
再生回数

6,949 人
19,007 人
648人
1,542 人
456人
1,597 人

月間
29,500 人※

※ 月間
59,000 回

YouTube
登録者数 5,251 人

YouTube
再生時間

月間
6,470 時間



その他の取り組み

＜45歳以上日本代表チームの世界選手権挑戦に関するクラウドファンディング＞

今回限りのドリームチームを結成！
世界と戦う選手を応援しましょう！

※株式会社 Sports Ocean との共同での取り組みです 

※その他、日本代表 Tシャツやサンクスレター等



運 営 者 紹 介
Chain屋号

村上　大（すぐる）代表者名

070-8339-9897電話

info@murakamisuguru.comMail

高校の部活でテニスを始め、魅力に取り憑かれ、没頭。大学では
テニスサークルを設立し、さらに没頭。多くの出逢いと、私にさ
まざまな経験をさせてくれたテニスを “日本の文化” にすべく、
Chain を設立。テニスを通して、さまざまなヒトやモノやバショ
を繋いでいきたいという想いを持って、精一杯やらせて頂きます。

【生年月日】
1983 年 12 月 24日

【SNS】
Facebook・Instagram・Twitter
YouTube・blog などを頻繁に活用。
Chain＆個人アカウント両方。

【特技】
どこでも寝れる
なんでも美味しく食べれる

ご挨拶

2007 年　甲南大学卒業
2008 年　株式会社大塚商会入社（営業）
2014 年　退職し、自転車日本一周・東南アジアバックパッカー
2015 年　Chain 設立
2018 年　ルーセントテニスクラブ入社（企画広報経営）
2019 年　退職し、Chain の活動を継続

代表者経歴

〒563-0034
大阪府池田市空港１丁目 1-20-302所在地




