


タイムスタンプ

Chain Cupは
初参加です
か？

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

宿泊施設（Club Verde）に
ついて BBQについて

テニスコート（クレー）につ
いて テニスベアについて

運営および運営スタッフ、大会に対し
てなにか意見あれば

来年も7月頭に開催予定ですが、参戦したいです
か？

2022/07/05 21:06:05 4回以上 30〜34歳 100 値段以上の価値があった 優勝を決めた瞬間！！！ とても綺麗で、朝ご飯も美味しかったです！！大浴場のシャワーが弱かったです、、全て最高でした！！！ イレギュラーもありましたが、クレーの醍醐味！これはこれでいいと思います！！当日の報告など、とても簡単でびっくりしました！！すごい！いつも本当にありがとうございます。chaincupのおかげで、テニスの輪が広がり、人生が豊かになってますー！！！チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/05 21:20:01 4回以上 25〜29歳 100% 値段以上の価値があった 優勝の瞬間、BBQ

大浴場1階で便利！部屋
広くて飲み会できる！快
適で朝ごはんも美味し
かった！

最高でした美味しすぎまし
た🥺何があって何がない
のかも前もって共有してい
ただいてたので、万全な
体制でBBQできまし
た！！

イレギュラーがすごかった
ですが、決勝前に整備し
ていただいて感動でした

とっても便利！！！！ 優勝したから言うのではなく、いつも
思ってますがプレーヤーのことを考え
てくれるほんとに素敵な大会です！

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/06 8:41:22 初めて 25〜29歳 100 値段以上の価値があった 特にありません。

利用しやすかったです。 全ての食材をチームごと
に振り分けてもらえた方が
ありがたかったです。

イレギュラーが少し気にな
りました。

日常のイベント参加の際
に利用させて頂いておりま
す。簡単に利用でき重宝
しています。

利用しませんでしたが、雨天用のコー
トを確保して頂いていると最初から分
かっていたので、安心して当日を迎え
られました。

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/06 23:06:35 3回以内 25〜29歳 80 高い お肉 良い お肉 でこぼこ 素晴らしい うん 誘ってもらったり、都合が合えば参戦したい

2022/07/05 8:14:25 3回以内 25〜29歳 100 適正 たくさんの方と交流ができました！

部屋が綺麗で過ごしやす
かったです！

お肉がすごい美味しかっ
たです！

後半はコート整備が必要
かもしれません！

スコア修正ができないの
が少しだけ不便と感じまし
た。あとは素晴らしいシス
テム！

村上さんが全体に気を遣っていただい
ていたからこっちはものすごく楽しめま
した！ありがとうございました！

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/05 8:33:10 3回以内 20〜24歳 100 少し高い BBQ

とても良かった！ とても良かった！テントが
あると煙がこもってしまう
ため夜はテントを取ると良
いかと思いました。

雨天の場合にぐちょぐちょ
になってしまうのが懸念点

夏の大会では、参加賞で
熱中症対策の水分や塩分
チャージ系のものをいただ
けると良いかと思いまし
た！

2日間運営をありがとうございました！ チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/05 11:06:56 3回以内 25〜29歳 100% 適正 BBQの肉がおいしかった。

テニスコートと近くテニス
最高だった

お肉がおいしくてよかった
です！

難しかったですけど、なか
なか経験できないのでい
い経験になりました。

問題ありません！ このような宿泊ありの大会をこれからも
開いてほいしです。

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/05 14:34:50 3回以内 25〜29歳 100 適正 バーベキュー
よかったです！ 美味しかったです 綺麗に整備されててやり

やすかった
まだあまり使い方がわか
らない

スムーズな運営ありがとうございまし
た！

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/06 17:21:46 初めて 25〜29歳 100 値段以上の価値があった BBQ
良かった 楽しかった 久しぶりでした いつも楽しい試合をありが

とうございます
楽しかったです チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/04 21:58:04 3回以内 25〜29歳 90 値段以上の価値があった
運営がスムーズだった
お肉が美味しかった

大浴場が離れていて遠く
感じた、コインランドリーが
すごく混んだ

お肉が豪華だった イレギュラーが多かった 使いやすくて良い すごく楽しい大会でした。参加費が安く
感じるくらいで、大満足でした！

誘ってもらったり、都合が合えば参戦したい

2022/07/04 22:02:44 初めて 20〜24歳 100 値段以上の価値があった

試合はレベルが高く楽しかったです。
それ以外にもBBQは食材が多く大満
足でした！

テニスコートに併設されて
いて便利でした。施設自
体は普通かと思います。

食材はとても多くておいし
かったので大満足です。
場所も近くて便利でした、
時間もちょうど良かったで
す。

しっかり整備されていると
いう印象でした。時間が経
つとイレギュラーが増える
ことは仕方がないことだと
は思っています。コート整
備をもう少しこまめにすれ
ば少しはましになるかとは
思います。

対戦表を確認したりオー
ダー提出もできたりで驚き
ました。とても便利だと思
います！

2日間ありがとうございました！ホスピ
タリティ精神溢れるイベントでとても満
足です。待機時間にコート整備などもし
てくださっていて気持ちよくテニスがで
きました。来年のこの大会も是非参加
したいと思いますが、予定が合えばそ
の他の試合も参加したいです！

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/04 22:29:38 初めて 25〜29歳 100 値段以上の価値があった 他チームとも合同のバーベキュー

隣の部屋の声も聞こえな
いし、綺麗だし、とっても満
足でした！

美味しすぎました！！ イレギュラーが激しかった
です😭

2日目のトーナメントも3試
合できてとっても満足でし
た！！！！

試合もたくさんでき、バーベキューも楽
しかったし、商品ももらえたし、途中ア
イスなども用意されていて素晴らしい
運営でした！！本当にありがとうござ
いました！！

誘ってもらったり、都合が合えば参戦したい

2022/07/04 22:32:23 3回以内 25〜29歳 90 値段以上の価値があった BBQ楽しすぎました！

良かったです！ 最高でした。ありがとうご
ざいました！

2日目の雨で中盤から少し
足を取られることが多く、
そこだけやりづらかったで
す。

オーダーを一部間違えて
しまったので、修正した
かったです。

この規模でこの満足感をあの金額で提
供していただいているのは本当に素晴
らしいです！

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/04 22:39:45 3回以内 25〜29歳 99% 値段以上の価値があった 試合とBBQと花火

快適でした 最高でした。 よかったです 素晴らしいアプリだと思い
ます。試合結果とかのシ
ステムがすごいと思いまし
た。

皆さんとても良くしてくださり楽しい大会
でした

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/06 6:29:06 4回以上 25〜29歳 100 適正 BBQのお肉

大浴場がもう少し遅くまで
あいてると嬉しいなと思い
ました。

暑さだけきつかったです
が、後は全部よかったで
す！

非常にきれいに整備され
ていた。ただ試合を重ねる
とイレギュラーがひどいの
で、間で整備したかった

非常に使いやすくいい機
能だと思いました

いつも素敵な大会をありがとうござい
ます！

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/06 20:39:07 4回以上 30〜34歳 60 少し高い コートのイレギュラー

朝食美味しかった 美味しかった イレギュラーが多くてコー
ト整備をまめにしてほし
かった

電波が悪かった。アプリが
よく落ちる

女子団体戦もお願いします チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/04 21:45:14 初めて 25〜29歳 100% 値段以上の価値があった BBQ  お肉が本当に美味しかった

綺麗でとてもよかった。ぜ
ひまた宿泊したい

めっちゃよかった。暑いの
はしょうがないけど、扇風
機とか団扇貸し出しとかす
こし涼しくなれるような何
かぎあるとより嬉しい

目の前にコートがあるの
はえりがたいけど、ちょっ
とイレギュラーがひどい印
象だった。クレーなので、
試合するごとに削れるの
は致し方ないですが。

試合結果とかすぐ反映で
きるし、とても使いやす
かった

暑い中アイスの差し入れなどの気回し
やご地域とのよい関係が見られてとて
もいい運営だなと感じましたー。村岡さ
んの人柄もすごく好きでしたので、是非
また参加したいと思いました。

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/04 22:05:12 3回以内 25〜29歳 99 値段以上の価値があった 村上さんの運営力
最高 最高 イレギュラーが多かったで

す。
特にないです。 最高 チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/05 0:25:29 3回以内 25〜29歳 100 値段以上の価値があった バーベキュー
お部屋も綺麗でお食事も
美味しかったです

暑かったですが、お肉も美
味しくて大満足でした！！

イレギュラーが多くて大変
でした

特になし 特になし チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/05 0:26:30 3回以内 25〜29歳 120% 値段以上の価値があった BBQが豪華すぎた！

全部満足です！テニス
コート目の前なの最高でし
た！

場所と時間完璧です。暑
すぎましたけど！去年の
参考に色々買って行った
のですが、量も質もグレー
ドアップしてて、準備してい
ただいたものが全部食べ
られなかったので、何があ
るか教えていただきたかっ
たです、、、

オムニがベストですが、今
回みたいな雨でもできる
からハードよりは良いで
す！

オーダーとか紙の管理め
んどくさいので、よかったと
思います！

サービスが行き届いていて、至れり尽
くせりで本当に楽しめました！

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/04 21:59:45 初めて 35〜39歳 90 適正 BBQがとても楽しかった。

部屋は少しリニューアルし
た方が良いかもしれませ
ん。

とても良いです。 イレギュラーは多いが、悪
くはないです、

今回は通信障害があった
が、それさえなければまっ
たく問題ないと思います。

レスが早く、とてもコミュニケーションし
やすかったです。

チームを作ってぜひ参戦したい



タイムスタンプ

Chain Cupは
初参加です
か？

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

宿泊施設（Club Verde）に
ついて BBQについて

テニスコート（クレー）につ
いて テニスベアについて

運営および運営スタッフ、大会に対し
てなにか意見あれば

来年も7月頭に開催予定ですが、参戦したいです
か？

2022/07/04 23:33:12 初めて 40〜44歳 70% 適正 BBQのお肉がおいしかった！
お風呂がもう少し遅くまで
入れたら嬉しい

とてもおいしかったし楽し
かった

すぐにボコボコになってイ
レギュラーが多発していた

特に問題ないです 大変お世話になりました。柔軟に対応
いただき、よかったです。

誘ってもらったり、都合が合えば参戦したい

2022/07/05 8:10:20 初めて 35〜39歳 90 少し高い 進行がスムーズ。
特になし お肉が美味しかった！場

所が狭いのが難点
コートが乾いた時のイレ
ギュラーが多い

特になし 細やかに、楽しく過ごさせて頂きまし
た。ありがとうございます。

誘ってもらったり、都合が合えば参戦したい

2022/07/06 18:42:59 初めて 30〜34歳 98(1日目に怪我してしまったため2%マイナス)少し高い 仙台牛が美味しかった

良かった。コートが近いの
が特に良い。

とても良かった。BBQの仙
台牛がとても美味しかった

1日目2日目共に午後から
イレギュラーが多くなった
が、総じてとても良いコー
トだった。

使用したことがないので、
今後活用したい。

とても素晴らしい運営と大会をありがと
うございました。

誘ってもらったり、都合が合えば参戦したい

2022/07/04 23:50:36 初めて 40〜44歳 70 適正 コートのイレギュラー

1階の女子トイレが完全個
室になって欲しい（下方の
隙間が気になる）

肉美味しかった。野菜もっ
と食べたい

イレギュラーがすごい 特になし 運営が素晴らしかった。大きな声で知
らせてくれるのが良い

参戦するかは今後検討したい

2022/07/04 22:26:52 4回以上 30〜34歳 80% 適正 上位トーに入ったこと
次回は必ず泊まります BBQしたかた ちょっくら汚れが気になり

ますわ
通知が二度見ないと消え
ないのを改善してほしい

すぐるさん頑張ってるわぁ！！！！ チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/04 21:56:32 4回以上 25〜29歳 100 値段以上の価値があった
BBQのお肉がとても美味しかったで
す！

大浴場はとても有難かっ
たです！２日目の試合後
にシャワーを利用出来た
のも嬉しいです。

食材はどれもとても美味し
かったです！場所も時間
帯も満足です。

初日かなりイレギュラーが
多かったですが、２日目は
クレーを堪能出来ました！

スコア入力を間違えた際
に修正出来ると有難いで
す。

雨の中でもスムーズな運営で素晴らし
かったです！ありがとうございました！

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/04 21:56:38 4回以上 25〜29歳 100 値段以上の価値があった
BBQのお肉がとても美味しかったで
す！

大浴場はとても有難かっ
たです！２日目の試合後
にシャワーを利用出来た
のも嬉しいです。

食材はどれもとても美味し
かったです！場所も時間
帯も満足です。

初日かなりイレギュラーが
多かったですが、２日目は
クレーを堪能出来ました！

スコア入力を間違えた際
に修正出来ると有難いで
す。

雨の中でもスムーズな運営で素晴らし
かったです！ありがとうございました！

チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/06 17:15:27 3回以内 20〜24歳 60 少し高い BBQ

朝食美味しかった、新しい
建物ではないが清潔感が
あってよかった

お肉とても美味しかったが
食べきれず残してしまっ
た、確かに海鮮欲しかっ
た。ブヨに足を刺されて桃
みたいになった笑

高校生ぶりのクレーだった
参加した2日目は雨が降っ
たおかげかイレギュラー少
なくてよかった。

本選の対戦が分かりにく
かった。やはりレベル分け
が難しいですよね。

運営の方とても声が通るので遠くにい
てもアナウンス聞こえて良かった。

誘ってもらったり、都合が合えば参戦したい

2022/07/07 22:05:24 3回以内 25〜29歳 80 適正 試合

部屋が広かった 肉が美味しかった 終盤にイレギュラーの多
いコートがあった

良かったです 部屋を汚してご迷惑をおかけしました
が、親切に対応頂き、ありがとうござい
ました。

誘ってもらったり、都合が合えば参戦したい

2022/07/07 22:05:25 初めて 25〜29歳 85 少し高い BBQ

とても快適に過ごすことが
できました。

ボリュームもすごく、材料
の買い足しの必要がな
かったので事前にどれくら
いの量、食材は何を準備
しているのか把握しておき
たかった。

初日、初戦後イレギュラー
がすごく対応しきれなかっ
た。

メッセージ配信など、とて
もわかりやすかった。

細かいところまで少人数ながら配慮し
ていただけ快適に過ごすことができま
した！ありがとうございました！

参戦するかは今後検討したい

2022/07/07 22:13:58 初めて 25〜29歳 95 値段以上の価値があった 多くの方々と交流が持てて良かった。
全て大満足です。 大満足でした。 良かった。 良かった。 非常に楽しむことができ、良い大会で

あったと思います。
誘ってもらったり、都合が合えば参戦したい

2022/07/07 22:19:25 初めて 19歳以下 100 適正 お肉の多さ

綺麗でした お肉とても美味しかったで
す

だんだんボコボコになるに
つれてやりづらくなりまし
た

とてもいいと思います お疲れ様でした、ありがとうございまし
た

誘ってもらったり、都合が合えば参戦したい

2022/07/07 22:21:17 初めて 20〜24歳 100 適正 bbq 大変良かった 満足できた 少し荒れていた 使いやすかった 特になし チームを作ってぜひ参戦したい

2022/07/07 23:36:40 初めて 20〜24歳 100 値段以上の価値があった
BBQ、雨天を考慮した試合運営(両日
とも3試合できました！)

部屋も広く、コートも近く、
とても楽しい2日間でし
た！山の上でしたので、
虫も多いかと心配でした
が、部屋の中も清潔で過
ごしやすかったです！

お肉もとても美味しく、お
腹いっぱいになりました。
時間帯もちょうど良い時間
だったと思います！

綺麗なクレーコートでし
た。少し雨が降ってきたタ
イミングでは、若干のイレ
ギュラーが気になりました
が、雨も溜まらず、試合数
をこなせたので良かったで
す！！

対戦結果の記入が画期的
で、びっくりしました！シス
テム上の問題は、大会中
は特に感じませんでした。

大会の盛り上げ、統制ともにとても素
晴らしい大会だったと思います。試合
から、BBQの仕切りまで、本当にあり
がとうございました！！

チームを作ってぜひ参戦したい


