Chain Cup Royal SC Festivalʼ22 参加者アンケート
どのチームで参加され
ましたか？
年齢

１〜２位トーナメント 40〜44歳

今大会の
満足度

参加費は適
正でした

72 適正

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

滞りなく、またフレキシブルに対
レベルの高い試合に参加し、見れた 応してもらえて感謝してます。お
こと
疲れ様でした。

大会パンフレットについて

ホテルについて（ご宿泊さ テニスベアの試合進行について
れた方）
（ご要望含め）
進行自体は良かったが、全員が
アプリを取らなくてはならない
のはtoo muchでお願いしにくか

必要な情報が見れて良かっ
た。但し、名前以上の情報は
真偽含めてよく分からないの
で不要かと。

った。

待ち時間も少なく初日は3試合し ったので、来年はサンドウィ
ても14時過ぎには終わったので ッチではなくうどん希望です
助かりました！
笑
いつも本当にありがとうござ
とても良いです！！
います。
山梨に引き続き、また最高す
ぎる思い出になりました！い
他の結果も見れて、とっても便
つもありがとうございます
利です！！慣れればこれが1番良
😊
いです！！

2-2でタイブレークにかかっている
１〜２位トーナメント 25〜29歳
１〜２位トーナメント 30〜34歳

80 適正
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値段以上の
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100 た
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１〜２位トーナメント 25〜29歳

100 適正

１〜２位トーナメント 25〜29歳

１〜２位トーナメント 25〜29歳

１〜２位トーナメント 30〜34歳
１〜２位トーナメント 25〜29歳

１〜２位トーナメント 25〜29歳

90 少し高い

100 適正

値段以上の
価値があっ
95 た
100 適正

90 適正

時

尽力を尽くしてくれました！

予選で2-2のタイブレークで勝った
2-1で負けたらタイブレになってし

いつも通り最高でした！

いつも分かりやすいスムーズな運
まう準々決勝のミックス、相手が強 営で、本当に最高の大会です！！
かったけど勝ちきったこと！メンバ スタッフさんもたくさんいて、分
ー1人足りない中しっかり1位抜け からないことがあればすぐ気軽に
できたこと！
聞けてとても助かります！

見てません…
紙のパンフレットは見ないの
で廃止でいいと思います！！
どのチームに誰がいるという
のがわかりやすく、オーダー
を考えるのにとても参考にな
りました！

1位トーで強い相手に勝てたこと
なし

スムーズな運営で素晴らしかった
です
なし

2-2の時を決めるタイブレジャンケ

練習コートの時間割を決めて頂け

ビジネスホテル野田にチー
紙だけじゃなくて、スマホで ムで泊まりました。隣に温
見れるpdfでも配布されたのが 泉もあるし、きれいで良か すごいハイテクだと思い感動し
助かりました
ったです。
ました！
なし
会場からも近くて、朝食も
会場に持ってこれるタイプ

ン

たので、円滑だったと思います。

特になし

自分が弱かったこと

特になし

特になし

1日の対戦相手が豪華すぎる！

皆さん優しかったです。

リーダーが持っていて見れて
ないです

大きい会場の中少ないスタッフで
うまく連携ができているなと感じ 特に問題なかったと思いま
クラブの人たちがすごく親切でした ました。
す。
スマホ上でも同じものを見れ
2-2でのタイブレ決着は痺れました 満足です
るとよかったかも

タイブレークばかりやっていた笑
スムージーたくさん飲んだ笑

その他なにか一言
個人的に奮わなかったもの
の、上手い人のプレーなどを
見て参考になりました。また
参加したいです。開催ありが
とうございます。
昨年のお弁当はうどん？があ

ありがとうございました！

でよかったです。
少し慣れてきました
駐車場が多く悪くないが、
掃除がそこまで綺麗ではな
かった

暑い中ありがとうございまし
た！
２日間チームですごく楽しむ

2年前に自分達でとったと
ころがあまりよくなったの
ですごく良かった。
スムーズだったと思います。
食事が美味しかった

運営ありがとうございまし
た！

特になし

感じもとても良くて、試合も一緒
に観ていたり一緒になって楽しん
でくれていた感じでよかった。試

お部屋も思ったより広く、 コロナ禍ということもあり、オ
製氷機などあったところも ーダー交換など携帯一つででき
よかった。夜のバイキング るところも良かった。現在進行

合もほとんど待ち時間もなく入れ
てよかった。
見やすかった。

が種類豊富で美味しくて最 形の試合の進み具合も確認でき
高だった。
るところもよかった。

ことが出来ました。暑い中運
営ありがとうございました。
またよろしくお願い致しま
す。
特になし
大会運営、暑い中本当にあり
がとうございました。とても
楽しく試合ができて、こんな
にもハイレベルな試合を十分
すぎるくらいの試合数もでき
てまた出たいと思いました！
また人数が多めの団体戦を企
画してほしいです！！
一昨年から3年連続で出場さ
せて頂き、毎度毎度とても満

スマートフォン上でオーダーを提 足させて頂いております。
出することが出来るのは便利で 来年はさらに良い順位を取れ
あると感じましたが、相手チー るように頑張りたいと思いま
ムとのコミュニケーションが減 す。
ることで試合開始を待たされた 2日間、暑いなか大会を進行

参加している選手のレベルが非常に
高く、現役に戻ってテニスをしてい
るような感覚を得ることが出来たこ 選手と綿密にコミュニケーション
と。
をとりながら試合の進行をしてお
チームの勝敗が2-2になった際に行 り、それがスムーズさにつながっ
うタイブレークにおいて、まるで高 ていたように感じるため、非常に

１〜２位トーナメント 20〜24歳

値段以上の
価値があっ
100 た

１〜２位トーナメント 25〜29歳

100 適正

に運営しえ頂きありがとうござい
がった
ます
大勝負に勝ててテニス人生で1番嬉

１〜２位トーナメント 25〜29歳

100 適正

しかったです。

校・大学の大会のようにチームがひ 良かったのではないかと思いま
とつになって応援していたこと。
す。
スタッフの方も優しく、スムーズ
2-2の後の最後のタイブレが盛り上

１〜２位トーナメント 25〜29歳

１〜２位トーナメント 20〜24歳

１〜２位トーナメント 25〜29歳

１〜２位トーナメント 30〜34歳

80 少し高い
値段以上の
価値があっ
100 た

80 適正
値段以上の
価値があっ
100 た

１〜２位トーナメント 30〜34歳
１〜２位トーナメント 30〜34歳
１〜２位トーナメント 35〜39歳

10000 適正
85 適正
90 適正

１〜２位トーナメント 25〜29歳

100 適正

１〜２位トーナメント 35〜39歳

90 適正

まさかの1位通過

て活躍しました。
チームに初めて会う人がいて
も、大会パンフレットに記載

な、、と思いました。

してくださったスタッフの皆
様、ありがとうございまし
た。

の事で話しができたのでよか
ったです

親しみやすくてよかったです。
見やすかった
問題があった時などにも素早く対 個性が出てて面白かったで
応してくださりました！
す！

2-2.でかかった時の試合の緊張感が スムーズに行ってもらえてありが
すごく良かった！
とうございました。
スタッフの方々から適宜アナウン
全体的に参加メンバーのレベルが高 スをしていただきありがたかった
かったこと
です。
スムーズな進行を心掛けられたスタ
ッフ陣営の方々の行動
最高でした！
気さくに話しかけていただき良か
進行がスムーズ
ったです
つくねが美味かった
ナイス
昼食
素晴らしい
今年も錚々たるメンバーでチェイン 空いてるコートがほとんどなくス
カップ流石です！！笑
ムーズな進行で感激です
暑い中、ありがとうございまし
テニスのレベルが高かったこと

りすることがあったため、より
よく出来る方法があるのか

試合間の楽しみのひとつとし

た。

全員のものが載っていたので
とても面白かった。

とても楽しかったです！！

見やすくて良かったと思いま
す。

面白い！！

また参加させてください！

自己紹介が面白かったです。
あ、見てない。
とても見やすい

ガランゲブレー
素晴らしい
いつも覚えててくれて嬉しい
です笑

毎回楽しみにしています
特になし

お昼ご飯の量が少なく感じま

１〜２位トーナメント 25〜29歳

80 少し高い

１〜２位トーナメント 30〜34歳

100 少し高い

１〜２位トーナメント 25〜29歳
１〜２位トーナメント 25〜29歳
１〜２位トーナメント 25〜29歳

90 適正
100 少し高い
90 少し高い

試合の回し方や声掛けなどとても
テニスベアを使った結果報告は新し やりやすかったです。ありがとう チームメンバーの紹介など面

した。事前にお昼ご飯は何が
出るかなども記載があるとい

くて印象に残りました。

いと思います。
二日間ありがとうございまし
た。

ございました。
白かったです。
とても運営スムーズでした。あり
凄い方と試合出来たこと
がとうございました。
見やすかったです！
いつも尽力いただきありがとうご
昔の知り合いや学生自体の選手とチ ざいます！ChainCupは毎年出たい
と思うくらい魅力的な大会です！ 特にありません
ームになれたり対戦できたこと
つくねがおいしかった
素晴らしかった！
とくになし
マッポのチャンスボールミス
お疲れ様でした
よかったです

タオルとバスタオル使い放
題でとても助かりました
良かったです
とてもよかった
よかったです。
楽しかったです。来年も楽し
みにしてます。5本目タイブ

１〜２位トーナメント 25〜29歳

120 高い

特になし

進行がスムーズでした

見やすいです
見やすかったがチームに一部

１〜２位トーナメント 25〜29歳

90 少し高い

運営側がチームを把握しているこ
と。

チームの把握、試合の進行が適切
だった。

紙ベースがあってもいいのか
なと思った。

１〜２位トーナメント 25〜29歳

90 適正

勝敗がかかったタイブレーク

90 適正

夜の飲み会

よかった
いつも明るくスムーズな運営でし
た。
出場者・チームが多い中、チーム

よかった

１〜２位トーナメント 25〜29歳

１〜２位トーナメント 25〜29歳
１〜２位トーナメント 25〜29歳

値段以上の
価値があっ
100 た
70 適正

名やメンバーを覚えられていた
り、前回大会に出場していた時の
ことを覚えてらっしゃったり、こ
の大会を良いものにしようという
運営スタッフ皆さまの細部まで行き のがとても伝わってきて感動しま
届いたご配慮、行動
した。
とても楽しく拝見しました
つくねが美味しかった
優しい
良いと思う

１〜２位トーナメント 25〜29歳

85 適正

古くからの知人との再会

謝

見る楽しみがあり良い

１〜２位トーナメント 25〜29歳

90 少し高い

最後の試合

お疲れさまでした

応援

進行がスムーズに進んだのは運営
スタッフのおかげです

ペーパーレスいいですね
テニスベアがあったのであま
り見ることはありませんでし
た。

100 少し高い

不正なくできたように感じまし
た

レはせめてスーパータイブレ
とかにして欲しいです。
楽しかったです。ありがとう
ございました！
とても良い大会でした。来年

かなりよかっま

いつも素敵です

いつもきびきび回していただき感

１〜２位トーナメント 20〜24歳

綺麗でよかったです

もう少し進行が早いと助かった
事前に入力できてわかりやすい
と思った

遠方だったため助かりまし
た
特にございません。
スムーズか進行でした
概ね問題なし！一度入力できな
いケースがあったことと、名前
が本名ではないケースで一部入
良かった

力に困ったことがあった
試合コートとかも出るといいで
す
非常に便利なシステムだと思い
ました。

も出たいです。

楽しい大会でした！ありがと
うございました。
前回出場時が5本制だったこ
ともあり、2-2の1本は10ポイ
ントタイブレークでも良かっ
たかもと思いました。

どなたに不明点を質問してもすぐ
1日目の進行が早かったのがありが に回答いただき、楽しく試合に臨
たかった。
めました。
特にありません。
暑かった
良かったです
良かったです
数年前に出場した時より、運営が

１〜２位トーナメント 25〜29歳
１〜２位トーナメント 20〜24歳

90 少し高い
100 少し高い

１〜２位トーナメント 25〜29歳

90 少し高い

決勝戦

１〜２位トーナメント 25〜29歳

80 適正
値段以上の

決勝まで行けたこと

うまく回っていてストレスフリー
でした
一日目がかなり早く終わったので
コンソレなしワンデーでも良かっ
たのでは

価値があっ
200 た

見応えのある試合が多かった

試合が回るように呼びかけ等を行 個性豊かなチーム紹介があっ
ってくれて有難かった。
て面白かったです。

値段以上の
価値があっ

一位トー初戦でいきなりの強

万全な準備をいつもありがとうご 手が込んでいて、とても良い

敵、、、

ざいます！

と思います！

チームでの会話

特になし

見てません

１〜２位トーナメント 20〜24歳

１〜２位トーナメント 25〜29歳

１〜２位トーナメント 20〜24歳

80 た
値段以上の
価値があっ
90 た

携帯から結果やオーダを確認で
きるのが非常に便利だった。継
続していただきたいです。
ありがとうございました！

すみません。パンフレットほ
とんど見てないです
oopまで予め入っていて良かっ

テニスベアの試合進行良いと思
います！

たが、なかなかそれ通りには
進まなかった
近くのホテルを借りました 特にやりにくいということはな
が、非常に良かったです。 かったです。
順位トーナメントで、オーダー
入力ができない時があった。進
行との兼ね合いもあると思うの
で、改善が必要。また、思った

１〜２位トーナメント 25〜29歳

95 少し高い
100 適正

決勝トーナメントの1試合目
決勝のレベルの高さ

最高です！！！！
親切でしっかり運営していただき
ありがとうございました！

ます！

ームで1部になり、配布の手間

１〜２位トーナメント 25〜29歳

３〜５位トーナメント 20〜24歳
３〜５位トーナメント 19歳以下

100 適正
値段以上の
価値があっ
100 た

1000 適正
80 適正

３〜５位トーナメント 30〜34歳
３〜５位トーナメント 35〜39歳

120 高い
90 少し高い

３〜５位トーナメント 30〜34歳

100 適正

３〜５位トーナメント 30〜34歳
３〜５位トーナメント 30〜34歳

100 少し高い
100 適正

３〜５位トーナメント 40〜44歳
３〜５位トーナメント 30〜34歳

80 少し高い
100 高い

３〜５位トーナメント 35〜39歳
３〜５位トーナメント 35〜39歳
３〜５位トーナメント 20〜24歳
３〜５位トーナメント 20〜24歳

３〜５位トーナメント 20〜24歳
３〜５位トーナメント 30〜34歳

３〜５位トーナメント 25〜29歳

３〜５位トーナメント 25〜29歳
３〜５位トーナメント 25〜29歳

80 適正
80 少し高い
100 値段以上の
100 価値があっ
適正
値段以上の
価値があっ
1億32%
た
100 少し高い
値段以上の
価値があっ
90 た
値段以上の
価値があっ
100 た
80 適正

熱い試合！

大変丁寧でありがたいです。

がなくて助かります！

有名人の試合をセンターコートで見 とても親切で丁寧な運営で感謝い
れたこと
っぱいです。
面白いです
パンフレットの自己紹介欄は
ホテルが白子の宿の100倍快適でし フレンドリーでいい人ばかりでし
た。
た。
とても気さくな方で面白かったで
上手い人同士の試合。
す。運営もスムーズでした。
2-2でのタイブレーク！と1位トー コート番号を教えてくれたり、と
の決勝！
ても親切で対応はよかったです
2-2になったとき面白い
テキパキしてて好感もてました
スムーズな大会進行ありがとうご
レベルの高い人の試合を見れたこと ざいました
2-2の後のタイブレークで勝ったこ 大変ご丁寧に運営していただきあ
と
りがとうございました！
自分たちの試合、特に接戦
最高です
広い会場で子供達も放牧できました
し、親子揃ってのびのび遊べた2日 スムーズな運営で本当に素晴らし
間でした。
試合数の多さ

かったです！
good

スマホでのオーダー交換

この人数の試合をさばいて凄いな
と思いました。

芝生で遊べて良かった
やっとチームで勝てた！笑
タイブレが盛り上がった！
つくねが美味しかった

最高でした！
良い

2日目のトーナメント

滞りなく進行していただきました
スタッフの方はとても優しく、運
営もスムーズに進めて下さいまし

日本リーガーの方と試合をしたこと た。ありがとうございました。
1日目のお昼ごはん美味しかった

普通の草トーではないので、
オーダーを組む際に参考にな
った。
すみませんあまりよく見てな
いです…。

よかった

最高でした！毎年楽しみにし
ています！

今までの大会に比べ楽でした！
初日は試合順にオーダーを入れ
てましたが、二日目は変わって
いて少し分かりにくかったの

毎年楽しいですが、今年も楽
しいです！例年に比べて昼
食、オーダー、プログラム、
参加賞等々シンプルで個人的

で、試合順もオーダー入力のと
ころに書いておいてもらえると
ありがたいです。

にはありがたい限りでした！
運営ありがとうございまし
た！

素晴らしかったです

素敵な大会運営をありがとう
ございました

最高でした。オートロック
が少しめんどくさかったで
す。
非常に円滑で良かったです。

とても良い
写真はいらないかも、、、

白子での宿泊大会開催希望で
す。

ありがとうございました！

良かったです
1部しかないので見れておりま

わかりやすかった

せん
あまりみてません、、
すみません。目を通せていま
せん。
わかりやすい
すみません。あまり見てなか

ありがとうございました！！
楽しい時間をありがとうござ
いました！

ったです…
あまり見てなくて…ごめんな

さい…
ありがとうございました
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とてもスムーズでした
とても面白かった

フレームショット
つくね

縦に連なってるハードとセンタ
ーのコート割りが応援しやすけ
ればもっとよかったです！

良い

これまで人数分でしたが、チ
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来年も出ます！！

よりも面倒であった。

チームに1部でよかったと思い
１〜２位トーナメント 25〜29歳

エントリー費高いので、景品
を良くして欲しい！

とても便利です。時々不具合あ
る以外は笑
一部バグの修正が必要

プロフィールをもっと充実さ
せたい！
良い

安い

オーダー入力が難しかった

充実していました

快適でした

口頭報告より楽だと感じました

各チーム1部紙面でもいただけ コートから近くて便利でし
たのでありがたかったです。 た。
ネットで見れたのがよかっ
た。パンフはいらないかも

ありがとうございました

ありがとうございました
とっても楽しかったです！ま
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進むシステムがテニスベア側に

て面白かった
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上位チームのレベルが高く見ていて スムーズな運営で素晴らしかっ
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いと思います。

できると良いですね。

有明な選手が多数参加していた

スムーズな進行ありがとうござい
ました
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自分のレベルは低いですがみなさん お声がけたくさんしてくださりあ

３〜５位トーナメント 50〜54歳
３〜５位トーナメント 20〜24歳

80 少し高い
90 高い

のレベルが高くて楽しかったです
相手が強かった

値段以上の
価値があっ
３〜５位トーナメント 35〜39歳
３〜５位トーナメント 30〜34歳

80 た
80 適正

３〜５位トーナメント 45〜49歳

90 適正

３〜５位トーナメント 25〜29歳

90

３〜５位トーナメント 20〜24歳
３〜５位トーナメント 40〜44歳

100
100

３〜５位トーナメント 20〜24歳

120

りがとうございます
進行が適切だった

毎年楽しみにしてます。
事前にパンフレットを作成す
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テニスベアのアプリが重い感
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参加したいです
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